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管理ガイド

第 1 章 管理の概要
IBM® InfoSphere® Information Server では、セキュリティー、ライセンス、クラスタ
ーおよび高可用性構成、ログ、スケジュール、およびサービスの管理と、データの
バックアップを行うことができます。 IBM InfoSphere Information Server コンソー
ルと IBM InfoSphere Information Server Web コンソールの両方には、管理機能があ
ります。

セキュリティー管理
InfoSphere Information Server 管理の一部として、スイート・セキュリティーをセッ
トアップし、管理します。 セキュリティー管理には、以下のタスクが含まれます。
v

ユーザー・レジストリーの構成および管理
ユーザー・レジストリーは、認証時にアクセスされるユーザー・アカウント情報
(ユーザー名やパスワードなど) を保持します。 使用するスイートのユーザー・レ
ジストリーを選択します。 内部 InfoSphere Information Server ユーザー・レジス
トリー、あるいは外部のローカル・オペレーティング・システムまたは
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) ユーザー・レジストリーを選択でき
ます。 選択したレジストリーとインストール済み環境のトポロジーによっては、
ユーザー・レジストリー間で証明情報をマップする必要がある場合もあります。

v

アクセスの制御
ユーザー・アカウントとグループを作成します。 ユーザーとグループにロールを
割り当てて、ユーザーが使用できる機能とユーザーがアクセスできるプロジェク
トを指定します。 ユーザー・ロールは、互いに重なるいくつかのレベルで定義で
きます。

v

セキュリティー関連イベントの監査
セキュリティー関連イベントには、セキュリティー関連の設定値とすべてのユー
ザー認証を設定または変更するすべてのアクティビティーと、アプリケーション
のアクセス試行が含まれます。 ログに記録するイベントおよび含める情報量を構
成します。 ログ情報をモニターおよび分析すると、機密データへの無許可アクセ
スの防止に役立ちます。

v

アドミニストレーター・アカウントのパスワード
セキュリティー・ポリシーに適合するために、アドミニストレーター・アカウン
トのパスワードを定期的に変更します。

v

アクティブ・ユーザー・セッションの管理
現行アクティブ・セッションを表示し、セッション制限を管理します。 必要であ
れば、あるユーザーまたはすべてのユーザーを強制的に切断できます。

© Copyright IBM Corp. 2007, 2014
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ライセンス交付された IBM InfoSphere DataStage® エディションお
よびフィーチャー・パックの管理
InfoSphere Information Server 管理の一部として、IBM からのライセンス証書に準拠
するために InfoSphere DataStage のエディションおよびフィーチャー・パックのア
クティベーションを制御します。 管理には、以下のタスクが含まれます。
v

初期エディションおよびフィーチャー・パックのアクティベーション
InfoSphere DataStage をインストールする場合、InfoSphere Information Server イ
ンストール・プログラムから、インストールしてアクティブにする InfoSphere
DataStage のエディションおよびフィーチャー・パックを選択するようにプロンプ
トが出されます。 IBM からの有効なライセンス証書のある項目を選択します。
インストール・プログラムによって、選択した項目と関連付けられている機能が
アクティブにされます。 他のエディションまたはフィーチャー・パックは非アク
ティブになっていて、使用できません。

v

アクティブ項目のリストの保守
後で追加の InfoSphere DataStage エディションまたはフィーチャー・パックのラ
イセンスを取得した場合は、InfoSphere Information Server 内の項目をアクティブ
にする必要があります。項目に関するライセンスがなくなった場合は、非アクテ
ィブにする必要があります。 エディションまたはフィーチャー・パックを非アク
ティブにすると、項目内の機能は使用できなくなります。

クラスターおよび高可用性構成と管理
インストール済み環境の一部がクラスターまたは高可用性構成でセットアップされ
ている場合は、クラスターを管理します。 管理には、以下のタスクが含まれます。
v

アクティブ/パッシブ構成の管理
インストール済み環境内の 1 つ以上ソフトウェア層がアクティブ/パッシブ構成
でセットアップされている場合は、サーバーのペアをモニターおよび管理しま
す。 ハードウェアまたはネットワーク・エラーによってパッシブ・サーバーへの
フェイルオーバーが発生した場合は、プロジェクトをリカバリーし、中断された
すべてのジョブを再開します。 また、フェイルオーバーを強制的に行って、メン
テナンスまたはアップグレード作業のためにアクティブ・サーバーを解放するこ
ともできます。

v

アプリケーション・サーバー・クラスターの管理
InfoSphere Information Server サービス層が IBM WebSphere® Application Server
クラスターに実装されている場合は、そのクラスターを管理および保守します。
このタスクには、クラスター・メンバーの追加、管理対象ノードの追加、ノード
間の情報の同期化、およびプロセスの再実行が含まれます。

v

IBM DB2® 高可用性構成の管理
メタデータ・リポジトリー層が DB2 クラスターまたは高可用性災害復旧
(HADR) 構成で実装されている場合は、そのクラスターをモニターします。 フェ
イルオーバーが発生した場合は、フェイルオーバーからリカバリーして、サービ
スをリストアします。

2

管理ガイド

スケジューリング管理
製品モジュールの多くは、スケジューリング機能を使用します。 例えば、IBM
InfoSphere Information Analyzer のレポート実行や分析ジョブは、スケジュール済み
タスクです。 管理のスケジューリングには、以下のタスクを含みます。
v

スケジュールの作成、更新、および管理
スケジュール管理は、製品モジュール内で行われます。 例えば、コンソールで
InfoSphere Information Analyzer プロジェクト内の列分析ジョブを毎週実行するよ
うにスケジュールを作成します。

v

スケジュールの表示
すべての製品モジュールのすべてのスケジュール済みアクティビティーのグロー
バル・ビューを表示できます。 このデータを使用して、スケジュールを処理する
のに十分なリソースが使用可能であることを確認できます。タスクをスケジュー
ルしたユーザーおよび頻度をモニターできます。

v

スケジュールの照会
すべての製品モジュールに渡って定義されたすべてのスケジュールを照会できま
す。 その状況、履歴、および予測を確認できます。 また、スケジュール済み実
行履歴のパージなどのメンテナンス・タスクを実行することもできます。 システ
ムの過負荷を防止するために、既存のスケジュールを停止または開始することが
できます。

バックアップの管理
データの損失を防ぎ、災害時回復の準備のために、定期的なバックアップを管理し
ます。 バックアップの管理には、以下のタスクが含まれます。
v

InfoSphere Information Server コンポーネントのバックアップ
すべてのデータベース、プロファイル、ライブラリーなどのデータの定期的バッ
クアップをスケジュールし、実行します。

v

コンポーネントのリストア
ハードウェア障害やその他の災害が発生した場合にデータをリカバリーするため
に、バックアップしたデータをリストアできます。

サービスの管理
InfoSphere Information Server サービスおよび WebSphere Application Server サービ
スを管理します。管理には、以下のタスクが含まれます。
v InfoSphere Information Server の保守モードの設定および解除
InfoSphere Information Server を保守モードにすることにより、管理タスクの実行
中に管理者以外のユーザーがログインしないようにすることができます。
v

サービスの停止および再開
多くのメンテナンスおよび管理タスクでは、さまざまな InfoSphere Information
Server サービスまたは WebSphere Application Server サービスを停止して再開す
る必要があります。
第 1 章 概要
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v

サービスの状況の確認
トラブルシューティングや他のメンテナンス・タスクのために、サービスの状況
を判別できます。

資産の管理
資産には、プロジェクト、テンプレート、構成仕様、パラメーター・セット、およ
び InfoSphere Information Server 製品モジュールで作成される他のすべての情報を
含みます。 資産はメタデータ・リポジトリーに保管されます。 管理には、以下の
タスクが含まれます。
v

資産のインポートとエクスポート
InfoSphere Information Server インストール済み環境間で資産を移動するには、あ
るインストール済み環境から資産をエクスポートして、別のインストール済み環
境にインポートします。 例えば、開発システム、テスト・システム、および実動
システムがある場合、このシステム間で資産を移動します。

v

資産の照会および削除
特定の資産を照会し、必要に応じて削除することができます。

管理ツール
InfoSphere Information Server を管理するには、以下のソフトウェア・ツールを使用
します。
v

IBM InfoSphere Information Server コンソール
IBM InfoSphere Information Server コンソール (「コンソール」とも呼ばれる)
は、リッチ・クライアント・ベースのインターフェースで、データのプロファイ
ル作成やサービス指向アプリケーション開発などのアクティビティーに使用でき
ます。 コンソールでは、管理タスク、レポート作成タスク、および IBM
InfoSphere Information Analyzer と IBM InfoSphere Information Services Director
に関連したタスクを実行できます。

v

IBM InfoSphere Information Server Web コンソール
IBM InfoSphere Information Server Web コンソール (「Web コンソール」) は、
セキュリティー管理やスケジュール済みタスクのビューの作成などの、管理アク
ティビティーに対応するブラウザー・ベースのインターフェースです。 Web コ
ンソールでは、管理タスク、レポート作成タスク、および IBM InfoSphere
Information Governance Catalog に関連付けられたタスクを実行できます。

特定のタスクでは、WebSphere Application Server 管理コンソールも使用されます。
資産を管理するには、istool コマンド・ラインを使用します。
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IBM InfoSphere DataStage 管理
IBM InfoSphere DataStage 管理の詳細については、InfoSphere DataStage 管理ガイド
を参照してください。
表 1. InfoSphere DataStage 管理ガイド
表題

説明

アドミニストレーター・クライアント・ガイ
ド

IBM InfoSphere DataStage and QualityStage®
アドミニストレーター・クライアントについ
て説明し、IBM InfoSphere Information Server
エンジンに対してセットアップ、ルーチン・
メンテナンス・オペレーション、および管理
を実行するための手順を示します。

デザイナー・クライアント・ガイド

IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
デザイナー・クライアントについて説明し、
InfoSphere DataStage and QualityStage アプリ
ケーションの作成、デザイン、および開発方
法の概要を説明します。

ディレクター・クライアント・ガイド

IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
ディレクター・クライアントについて説明
し、パラレル・ジョブとサーバー・ジョブを
検証、スケジュール、実行、およびモニター
する方法を説明します。

グローバリゼーション・ガイド

各国語サポート (NLS) がインストールされ
ている場合に InfoSphere DataStage and
QualityStage で使用可能な NLS 機能の使用
についての情報が含まれています。

デフォルトでは、このドキュメントはシステムにインストールされています。
v

v

Windows

システム上のドキュメントのリストにアクセスするには、「スター
ト」 > 「すべてのプログラム」 > 「IBM InfoSphere Information Server」 >
「ドキュメンテーション」をクリックします。
Linux

UNIX

スイートの PDF 文書が、
¥IBM¥InformationServer¥Documentation にインストールされています。

スイートの PDF 文書の完全なセットが、インストール・ソフトウェアに付属する
IBM InfoSphere Information Server PDF CD に収録されています。

IBM WebSphere Application Server 管理
ほとんどの管理タスクは IBM InfoSphere Information Server コンソール または
IBM InfoSphere Information Server Web コンソール で実行できますが、ユーザー・
レジストリー構成の変更、アプリケーションのトラブルシューティング、パフォー
マンスのチューニング、および他の構成タスクの実行を IBM WebSphere Application
Server で直接行う必要がある場合があります。
WebSphere Application Server に関する情報は、次の場所にあります。
v バージョン 8.5: publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r5/index.jsp
第 1 章 概要

5

WebSphere Application Server 管理の詳細については、次の管理トピックを参照して
ください。
表 2. WebSphere Application Server 管理トピック
タスク

リンク

WebSphere Application Server ユーザー・レジ
ストリーの構成

バージョン 8.5: publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wasinfo/v8r5/topic/
com.ibm.websphere.base.doc/ae/
tsec_useregistry.html

WebSphere Application Server のトラブルシュ
ーティング

バージョン 8.5: publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wasinfo/v8r5/topic/
com.ibm.websphere.base.doc/ae/
welc6toptroubleshooting.html

WebSphere Application Server ログ・ファイル

バージョン 8.5: publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wasinfo/v8r5/topic/
com.ibm.websphere.base.doc/ae/
ttrb_mglogs.html

パフォーマンスのチューニング

バージョン 8.5: publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wasinfo/v8r5/topic/
com.ibm.websphere.base.doc/ae/
tprf_tuneprf.html

IBM InfoSphere Information Governance Catalog 「IBM InfoSphere Information Governance
用言語サポートの構成
Catalog を使用した情報の管理」の言語サ
ポートに関するトピックを参照してくださ
い。
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第 2 章 管理コンソールでの作業
セキュリティーの管理、スケジュール済みタスクのビューの作成、レポート作成な
ど、IBM InfoSphere Information Server 管理タスクを実行するには、IBM InfoSphere
Information Server Web コンソール (InfoSphere Information Server 管理コンソール
とも呼ばれます) を使用します。通信ポート、セッション、JDBC データ・ソースな
ど、アプリケーション・サーバー・リソースを管理する場合は、IBM WebSphere
Application Server 管理コンソールを使用します。

IBM InfoSphere Information Server コンソール を開く
セキュリティーのセットアップ、プロジェクトの管理、データの分析、情報サービ
スの使用可能化、またはレポートの実行には、IBM InfoSphere Information Server コ
ンソールを使用します。このコンソールは、リッチ・クライアント・ベースのイン
ターフェースです。

このタスクについて
IBM InfoSphere Information Server コンソールは、リッチ・クライアント・ベースの
インターフェースで、データのプロファイル作成やサービス指向アプリケーション
開発などのアクティビティーに使用できます。このコンソールで、IBM InfoSphere
Information Analyzer と IBM InfoSphere Information Services Director に関連付けら
れたタスクを実行できます。
このコンソールは、以下のアクティビティーに使用します。
v プロジェクトの作成と管理。
v プロジェクト・レベルのセキュリティーの設定。
v IBM InfoSphere Information Analyzer でのデータの分析。
v IBM InfoSphere Information Services Director での情報サービスの有効化。
v レポートの実行。

手順
1. Microsoft Windows のスタート・メニューから、「スタート」 > 「すべてのプ
ログラム」 > 「IBM InfoSphere Information Server」 > 「IBM InfoSphere
Information Server コンソール」を選択します。
2. 「ユーザー名」フィールドに、ユーザー名を入力します。
3. 「パスワード」フィールドに、パスワードを入力します。
4. 「サーバー」メニューで、ホスト名とポート番号を入力するか選択します。
ホスト名とポートは、WebSphere Application Server クラスタリングがサービス
層構成にセットアップされているかどうかによって異なります。
5. 「ログイン」をクリックします。

© Copyright IBM Corp. 2007, 2014
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IBM InfoSphere Information Server Web コンソールを開く
セキュリティーの管理、スケジュール済みタスクの表示、レポートの処理を行うに
は、InfoSphere Information Server Web コンソールを使用します。Web コンソール
にアクセスするには、ブラウザーを構成し、使用する URL を指定し、コンソー
ル・ウィンドウにナビゲートします。

IBM InfoSphere Information Server Web コンソール で使用す
るための Web ブラウザーの構成
IBM InfoSphere Information Server Web コンソール は、Microsoft Internet Explorer
および Mozilla Firefox の両方でサポートされています。 IBM InfoSphere
Information Server Web コンソールを使用する前に、優先 Web ブラウザーで次のス
テップを完了する必要があります。

始める前に
v 使用するブラウザーが InfoSphere Information Server でサポートされていること
を確認してください。サポートされるブラウザーの詳細については、InfoSphere
Information Server システム要件 (www.ibm.com/software/data/integration/info_server/
overview/requirements.html) を参照してください。
v Web コンソールへのアクセスに使用する URL を判別します。 IBM InfoSphere
Information Server Web コンソールへのログインを参照してください。ホスト名
とポートは、使用中の IBM WebSphere Application Server 構成によって異なりま
す。
v HTTPS が使用可能であるため、初めて Web コンソールにアクセスする際に、サ
ーバーからの証明書が信頼できないときには、セキュリティー証明書に関するメ
ッセージが表示されます。このようなメッセージが表示された場合は、ブラウザ
ーから出されたプロンプトに従って証明書を受け入れて、ログイン・ページに進
みます。

IBM InfoSphere Information Server Web コンソール で使用する
ための Microsoft Internet Explorer の構成
Microsoft Internet Explorer を、IBM InfoSphere Information Server Web コンソール
を使用して作業できるようにします。

手順
1. JavaScript を使用可能にします。
a. 「ツール」 > 「インターネット オプション」をクリックします。 「セキュ
リティ」タブで、「レベルのカスタマイズ」をクリックします。
b. 「セキュリティ設定」ウィンドウで、「スクリプト」 > 「アクティブ スク
リプト」 > 「有効にする」を選択します。
2. InfoSphere Information Server ホスト・サイトの Cookie を受け入れるようにブラ
ウザーを設定します。
a. 「ツール」 > 「インターネット オプション」をクリックします。
b. 「プライバシー」タブで、「サイト」をクリックします。
c. 「Web サイトのアドレス」フィールドに InfoSphere Information Server のホ
スト名を入力します。
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d. 「許可」をクリックします。
e. 「OK」をクリックします。
3. IBM InfoSphere Information Server Web コンソール の URL のポップアップ・
ウィンドウを有効にします。
a. 「ツール」 > 「ポップアップ ブロック」 > 「ポップアップ ブロックの設
定」を選択するか、ポップアップ・ウィンドウ・ブロックをオフにします。
b. 設定を選択した場合は、URL を入力して、「追加」をクリックします。
注: サイトのポップアップ・ウィンドウを使用可能にするには、ポップアップ・
ブロックを使用不可にするか構成する必要がある場合もあります。
4. サイトにアクセスするごとにページを最新表示することを指定します。
a. 「ツール」 > 「インターネット オプション」をクリックし、「全般」タブ
で、「設定」をクリックします。 「閲覧の履歴」セクションの「設定」をク
リックします。
b. 「Web サイトを表示するたびに確認する」または「自動的に確認する」を選
択して、「OK」をクリックします。
5. 「互換表示設定」を構成します。
a. 「ツール」 > 「互換表示設定」をクリックします。
b. Web コンソールの URL を「追加する Web サイト」フィールドに指定し、
「追加」をクリックします。
c. 「閉じる」をクリックします。
6. オプション: HTTP エラー・メッセージの簡易表示を無効にします。
a. 「ツール」 > 「インターネット オプション」をクリックします。
b. 「詳細設定」タブで、「参照」 > 「HTTP エラー メッセージを簡易表示す
る」を選択解除します。

Microsoft Windows Server 2008 上の IBM InfoSphere
Information Server Web コンソールで使用するための Internet
Explorer の構成
Microsoft Windows Server 2008 では、 Internet Explorer の信頼済みサイト・ゾーン
に InfoSphere Information Server Web コンソール URL を追加する必要がある場合
があります。

このタスクについて
IBM InfoSphere Information Server Web コンソール を、そのホスト名
(https://hostname:9443/ibm/iis/console など) を使用して参照している場合は、
Internet Explorer の信頼済みサイト・ゾーンにこの URL (https://hostname) を追加
する必要があります。
クライアント・コンピューターがサーバーでもあり、URL https//localhost:9443/
ibm/iis/console を使用してサーバーに参照で移動する場合、または Mozilla
Firefox を使用している場合は、信頼済みサイト・ゾーンに URL を追加する必要は
ありません。

第 2 章 管理コンソールでの作業

9

手順
1. Microsoft Internet Explorer で、「ツール」 > 「インターネット オプション」を
選択します。
2. 「セキュリティ」タブで、「信頼済みサイト」ゾーンを選択します。
3. 「サイト」をクリックします。
4. 「信頼済みサイト」ウィンドウで、URL を入力し、「追加」をクリックしま
す。

IBM InfoSphere Information Server Web コンソール で使用する
ための Mozilla Firefox の構成
IBM InfoSphere Information Server Web コンソール を使用して作業するように
Mozilla Firefox を構成できます。

手順
1. JavaScript を使用可能にします。
a. 「ツール」 > 「オプション」をクリックし、「コンテンツ」タブで、
「JavaScript を有効にする」をクリックします。
2. InfoSphere Information Server ホスト・サイトの Cookie を受け入れるようにブラ
ウザーを設定します。
a. 「ツール」 > 「オプション」をクリックします。
b. 「プライバシー」タブで、「サイトから送られてきた Cookie を保存する」
オプションをクリックします。あるいは、「例外サイト」をクリックし、
「サイトのアドレス」リストに、ホスト名を入力して「許可」をクリックし
て、サイトを追加します。
3. Web コンソールの URL のポップアップ・ウィンドウを有効にします。
a. 「ツール」 > 「オプション」をクリックします。
b. 「コンテンツ」タブを選択し、「ポップアップ・ウィンドウをブロックす
る」オプションの選択を解除するか、または、「例外サイト」をクリック
し、「サイトのアドレス」リストに、ホスト名を入力して「許可」をクリッ
クして、サイトを追加します。

Web ブラウザーでのレポート結果の表示
レポート結果が Microsoft Internet Explorer で確実に正しく表示されるように、追加
のセキュリティー・オプションを設定します。

手順
1. Internet Explorer のツールバーで、「ツール」 > 「インターネット オプショ
ン」をクリックします。
2. 「セキュリティ」タブで、サービス層が置かれているゾーン (「ローカル イン
トラネット」など) をクリックします。
3. 「セキュリティ」タブで、「レベルのカスタマイズ」をクリックします。
4. 「セキュリティ設定」ウィンドウで、「ダウンロード」の下の「ファイルのダウ
ンロード時に自動的にダイアログを表示」までスクロールし、「有効にする」を
選択します。
5. 「OK」をクリックします。
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6. 「OK」をクリックします。

IBM InfoSphere Information Server Web コンソール へのログ
イン
IBM InfoSphere Information Server Web コンソール は、管理アクティビティー用の
ブラウザー・ベースのインターフェースです。

始める前に
v 使用するブラウザーが IBM InfoSphere Information Server でサポートされている
ことを確認してください。サポートされるブラウザーの詳細については、
InfoSphere Information Server システム要件 (www.ibm.com/software/data/integration/
info_server/overview/requirements.html) を参照してください。
v

8 ページの『IBM InfoSphere Information Server Web コンソール で使用するため
の Web ブラウザーの構成』 の説明に従ってブラウザーを構成します。

手順
1. 以下の 2 つの方法のいずれか 1 つの方法で、Web ブラウザーを開き、IBM
InfoSphere Information Server Web コンソールにナビゲートします。
v 直接、URL https://hostname:port/ibm/iis/console を指定する。
v https://hostname:port/ibm/iis/launchpad にあるランチパッドで IBM
InfoSphere Information Server Web コンソール・アイコンから起動する。
hostname
サービス層コンピューターのホスト名または IP アドレス。クラスター環境
の場合、フロントエンド・ディスパッチャーのホスト名を指定します。特定
のクラスター・メンバーのホスト名は使用しないでください。
port
アプリケーション・サーバーのポート番号。クラスター環境の場合、フロン
トエンド・ディスパッチャーの値を使用します。特定のクラスター・メンバ
ーのポート番号は使用しないでください。 インストール時またはインストー
ル後に変更されない限り、デフォルトのポート番号は 9443 です。
2. サーバーからの証明書を信頼できないことを示すメッセージが表示された場合、
ブラウザーのプロンプトに従って証明書を受け入れ、ログイン・ページに進みま
す。
3. ユーザー名とパスワードを指定します。
4. オプション: 「自動ログイン」チェック・ボックスが使用可能な場合、このチェ
ック・ボックスを選択して Cookie を生成し、次回接続しようとしたとき、自動
的に接続されるようにできます。 Cookie を削除して、別のユーザー名とパスワ
ードを使用してログインできるようにするには、コンソールで 「ログアウト」
リンクをクリックし、セッションからログアウトする必要があります。
5. 「ログイン」をクリックします。
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IBM WebSphere Application Server 管理コンソールへのログイン
IBM InfoSphere Information Server サーバー・サイド・プロセスは、WebSphere
Application Server で実行されるため、特定の管理用タスクはアプリケーション・サ
ーバーで実行します。IBM WebSphere Application Server Network Deployment の管
理には、WebSphere Application Server 管理コンソールを使用します。IBM
WebSphere Application Server Liberty Profile には、管理コンソールがありません。

始める前に
WebSphere Application Server 管理コンソール内でさまざまなタスクを実行するに
は、十分な権限が必要です。 必要な権限レベルは、タスクによって異なります。

手順
1. Web ブラウザーを開いて、WebSphere Application Server 管理コンソールにナビ
ゲートします。 URL の形式は、次のとおりです。
https://hostname:port/ibm/console
hostname と port を、次のようにして指定します。
v WebSphere Application Server クラスタリングがユーザーのサービス層構成に
セットアップされている場合は、デプロイメント・マネージャーのホスト・コ
ンピューターのホスト名 (または IP アドレス) とポートを指定します。 デフ
ォルトのポート番号は 9043 です。
v クラスタリングがセットアップされていない場合は、WebSphere Application
Server がインストールされているコンピューターのホスト名または IP アドレ
スを指定します。 WebSphere Application Server 管理コンソールに割り当てら
れているポート番号を指定します。 デフォルトのポート番号は 9043 です。
2. WebSphere Application Server 管理コンソールにログインします。
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第 3 章 IBM InfoSphere Information Server コンソールの概要
IBM InfoSphere Information Server コンソールは、リッチ・クライアント・ベースの
インターフェースです。プロジェクトの作成と管理、プロジェクト・レベルのセキ
ュリティーの設定、IBM InfoSphere Information Analyzer を使用したデータの分析、
IBM InfoSphere Information Services Director を使用した情報サービスの有効化、レ
ポートの実行などのアクティビティーに対応します。
IBM InfoSphere Information Server コンソールから、次のタスクを実行できます。
v プロジェクトの作成
v プロジェクト・レベルのセキュリティーのセットアップ
v 情報の分析
– 列
– 主キーと外部キー
– 複数のデータ・ソース全体
v 情報サービスの使用可能化
– プロバイダーへの接続
– プロジェクト、アプリケーション、サービス、およびオペレーションの開発
– サービスのデプロイ
v レポートの実行
v スケジュールされたタスクおよびログ記録されたメッセージのビュー作成
v ジョブのトラブルシューティング

IBM InfoSphere Information Server コンソール を開く
セキュリティーのセットアップ、プロジェクトの管理、データの分析、情報サービ
スの使用可能化、またはレポートの実行には、IBM InfoSphere Information Server コ
ンソールを使用します。このコンソールは、リッチ・クライアント・ベースのイン
ターフェースです。

このタスクについて
IBM InfoSphere Information Server コンソールは、リッチ・クライアント・ベースの
インターフェースで、データのプロファイル作成やサービス指向アプリケーション
開発などのアクティビティーに使用できます。このコンソールで、IBM InfoSphere
Information Analyzer と IBM InfoSphere Information Services Director に関連付けら
れたタスクを実行できます。
このコンソールは、以下のアクティビティーに使用します。
v プロジェクトの作成と管理。
v プロジェクト・レベルのセキュリティーの設定。
v IBM InfoSphere Information Analyzer でのデータの分析。
v IBM InfoSphere Information Services Director での情報サービスの有効化。
© Copyright IBM Corp. 2007, 2014
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v レポートの実行。

手順
1. Microsoft Windows のスタート・メニューから、「スタート」 > 「すべてのプ
ログラム」 > 「IBM InfoSphere Information Server」 > 「IBM InfoSphere
Information Server コンソール」を選択します。
2. 「ユーザー名」フィールドに、ユーザー名を入力します。
3. 「パスワード」フィールドに、パスワードを入力します。
4. 「サーバー」メニューで、ホスト名とポート番号を入力するか選択します。
ホスト名とポートは、WebSphere Application Server クラスタリングがサービス
層構成にセットアップされているかどうかによって異なります。
5. 「ログイン」をクリックします。

コンソールのメイン領域
IBM InfoSphere Information Server コンソールには、ワークスペースが提供されてお
り、データの分析、アプリケーションと Web サービスのデプロイ、およびスケジ
ュールとログのモニターに使用できます。
以下のトピックでは、IBM InfoSphere Information Analyzer と IBM InfoSphere
Information Services Director の両方がインストールされている場合を説明します。
1 つの製品モジュールしかインストールされていない場合、一部の機能が使用でき
ない可能性があります。

「マイ・ホーム」ワークスペース
IBM InfoSphere Information Server コンソールを開くと、「マイ・ホーム」ワークス
ペースが表示されます。 このワークスペースで、開始のための情報にアクセスする
ことができ、プロジェクトにアクセスできます。
次の図は、「マイ・ホーム」ワークスペースを示しています。 ワークスペースに表
示されるセクションは、カスタマイズできます。
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図 1. IBM InfoSphere Information Server コンソールの「マイ・ホーム」ワークスペース

このワークスペースには、以下のセクションが含まれています。

「開始」ペイン
「開始」ペインでは、製品モジュールでの作業方法が説明されます。例えば、IBM
InfoSphere Information Analyzer での作業方法などです。表示される情報は、インス
トールされている製品モジュールに対応します。

第 3 章 IBM InfoSphere Information Server コンソールの概要
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図 2. 「開始」ペイン

「開始」ペイン内の多くのトピックには、関連タスクを開くリンクと、さらに詳し
い情報を得るためにインフォメーション・センターを開くリンク (「詳細情報」リ
ンク) が含まれています。

「プロジェクト」ペイン
「プロジェクト」ペインで、プロジェクトを選択して開くことができます。 複数ユ
ーザーが、コンソール内の 1 プロジェクトに加わり作業することができます。 こ
のペインには、アクセスできる全プロジェクトのリストが表示されます。

図 3. 「プロジェクト」ペイン

「プロジェクト」ペインから InfoSphere Information Analyzer プロジェクトを選択
すると、プロジェクト詳細セクションにそのプロジェクトの状況が表示されます。

ワークスペース・ナビゲーター
複数ワークスペース間をナビゲートする基本的な方法が、ワークスペース・ナビゲ
ーターです。 ワークスペース・ナビゲーターは、一連のメニューで、ワークスペー
ス間の移動に使用します。
ワークスペース・ナビゲーターは、5 つのナビゲーション・メニューで構成されま
す。各ナビゲーション・メニューには、タスクの実行に使用するワークスペースへ
のリンクが含まれています。 使用可能なワークスペースは、作業している製品モジ
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ュールによって決まります。 特定のコンポーネントがインストールされていない
と、空のナビゲーション・メニューがある場合があります。
各ワークスペースは、ナビゲーション・メニューに対応します。 例えば、「プロジ
ェクト・プロパティー」ワークスペースを開くと、「概要」ナビゲーション・メニ
ューが強調表示されます。 選択した現行ナビゲーション・メニューに関連付けられ
ているすべてのオープン・ワークスペースが表示されます。選択していないナビゲ
ーション・メニューに関連付けられているオープン・ワークスペースは表示されま
せん。
リンクを選択してワークスペースを開くと、各メニューに開かれているワークスペ
ース数を示す数値がナビゲーション・メニュー上に表示されます。 例えば、「ダッ
シュボード」ワークスペースと「プロジェクト・プロパティー」ワークスペースが
開かれている場合は、数値 2 が「概要」ナビゲーション・メニュー上に表示されま
す。

図 4. IBM InfoSphere Information Server コンソールのツールバー上のワークスペース・ナビゲーター

使用可能なタスクのタイプは、作業している製品モジュールとプロジェクトによっ
て決まります。 以下のリストで、それぞれのメニューで使用可能なタスクのタイプ
を説明します。

「ホーム」ナビゲーション・メニュー
構成とメタデータのタスクが含まれます。 例えば、IBM InfoSphere
Information Services Director をインストールしている場合、使用可能な情報
プロバイダーへの接続を「情報サービス接続」ワークスペース内にセットア
ップできます。
「概要」ナビゲーション・メニュー
プロジェクト・ダッシュボードと「プロジェクト・プロパティー」ワークス
ペースが含まれます。「プロジェクト・プロパティー」ワークスペースに、
例えば、プロジェクト詳細を指定します。
「分析」ナビゲーション・メニュー
情報検出とデータ・プロファイル作成のタスクが含まれます。 例えば、
IBM InfoSphere Information Analyzer をインストールしている場合、「列分
析」ワークスペース内で列分析ジョブを実行できます。
「開発」ナビゲーション・メニュー
データ形式変更と情報サービスの使用可能化タスクが含まれます。 例え
第 3 章 IBM InfoSphere Information Server コンソールの概要
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ば、InfoSphere Information Services Director をインストールしている場合、
「情報サービス・アプリケーション」ワークスペースでアプリケーションの
デザイン、作成、および開発をします。
「操作」ナビゲーション・メニュー
ジョブ・スケジューリング・タスク、ロギング・タスク、および情報サービ
ス・アプリケーション・タスクが含まれます。 例えば、「ログ・ビュー」
ワークスペース内にログ記録されたメッセージのビューを作成します。

プロジェクト・メニュー
ワークスペース・ナビゲーターの上にあるプロジェクト・メニューにアクセスし
て、プロジェクトを開いたり、複数のオープン・プロジェクト間を移動したり、プ
ロジェクトを作成することができます。
プロジェクト・メニューを開くには、ドロップダウン・メニューをクリックしま
す。

図 5. ワークスペース・ナビゲーターの上にあるプロジェクト・メニュー

コンソールにおいてプロジェクトのコンテキストの外側で構成タスクおよび管理タ
スク (例えば、ロギング、スケジューリング、レポート作成など) を実行できます。
情報分析やサービス使用可能化などの製品モジュール・タスクを実行するには、最
初にプロジェクトを開く必要があります。 プロジェクトは、製品モジュールで実行
できるすべてのタスクの論理コンテナーです。

パレット
パレットを使用して、アクティビティーの履歴を表示したり、ワークスペースのオ
ープン、ショートカットのアクセス、および注釈の管理を行うことができます。 パ
レットは、連結、フロート、あるいは固定することができます。 デフォルトで、パ
レットはコンソールの左側に配置されています。
パレットを開くには、以下のタブのいずれかをクリックします。
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図 6. 「パレット」タブ

注釈

このパレットを使用して、オブジェクトに関連した注釈を表示できます。
注釈は、一部の製品モジュールについてのみ使用可能です。

ショートカット
このパレットを使用して、以前にショートカットを作成しておいたワークス
ペースまたはペインに移動することができます。
履歴

このパレットを使用して、訪問したワークスペースのリストを表示できま
す。現行ワークスペースあるいは、最後に訪問したワークスペースがリスト
の先頭になります。

オープン・ワークスペース
このパレットには、すべてのオープン・ワークスペースが表示されます。
プロジェクト固有のワークスペースは、プロジェクトごとにグループ分けさ
れます。
パレットを非表示にするには、このペインの外部をクリックします。
第 3 章 IBM InfoSphere Information Server コンソールの概要
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プロジェクト・ダッシュボード
プロジェクトを開くと、プロジェクト・ダッシュボードが表示されます。
IBM InfoSphere Information Analyzer および IBM InfoSphere Information Services
Director プロジェクトには、両方ともダッシュボードが含まれます。 次の図は、
InfoSphere Information Analyzer ダッシュボードの例を示しています。

図 7. InfoSphere Information Analyzer のプロジェクト・ダッシュボード

「ダッシュボード」タブを使用して、タスク・ワークフローに関して詳細情報を習
得したり、一部の製品モジュールについては、プロジェクトの現行状況を表示させ
ることができます。 コンソールのダッシュボードをカスタマイズして、内容ペイン
の追加や削除ができます。 一部の製品モジュールでは、ダッシュボードを構成し
て、基盤となっているプロジェクト情報に基づくチャートやグラフを表示させるこ
ともできます。

ステータス・バー
処理を必要とするジョブをサブミットすると、ワークスペースの下部にステータ
ス・バーが表示されます。
ステータス・バーには、アクティビティーの進行状況、エラー・メッセージ、およ
び警告が示されます。 ステータス・バーを使用して、開始したジョブまたはアクテ
ィビティーをモニターすることができます。
ステータス・バーは、以下のいずれかの状況になります。
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閉じられている
実行中のアクティビティーがない場合、ステータス・バーは閉じられていま
す。
進行中のアクティビティー
アクティビティーまたはジョブが実行中の場合、ステータス・バーは閉じら
れたまま、そのバーの長さを進んでいく緑色の状況インジケーターが表示さ
れます。
通知
アクティビティーを開始したとき、あるいはアクティビティーが完了したと
きに、ステータス・バーは一時的に開かれて、アクティビティーの状況につ
いての詳細が示されます。 アクティビティーが実行中の場合、ステータ
ス・バーの上にカーソルを移動させて、状況ペインを開くことにより、その
アクティビティーの状況に関する詳細情報を表示させることができます。
状況ペインには、より大きな進行状況表示バー、アクティビティーに関する
サマリー情報、および「詳細」ボタンが含まれます。自身が開始したジョブ
またはアクティビティーの状況は、いつでもステータス・バーの上にカーソ
ルを移動して表示することができます。
詳細
アクティビティーの状況に関する情報を表示するには、状況ペインで「詳
細」ボタンをクリックします。 アクティビティーが実行を開始した時間
や、システム警告やエラーがあるかどうかなどの詳細を表示することができ
ます。 「詳細」状況には、開始したすべてのアクティビティーとジョブが
リストされます。

ショートカット
あとで迅速にタスクに戻るために、ショートカットを作成できます。
オープン・タスクへのショートカットを作成するために、「ショートカット」ボタ
ンをクリックします

。

ショートカットを作成したら、「ショートカット」タブをクリックしてタスクに戻
ることができます。

図 8. 「ショートカット」タブ

第 3 章 IBM InfoSphere Information Server コンソールの概要
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注釈
注釈を使用して、オブジェクトに対するコメントを付けたり、他のユーザーに対し
て情報を提供したり、さらに分析が必要な問題を特定することができます。 使用可
能な注釈は、作業しているスイート・コンポーネントによって決まります。
注釈を作成あるいは表示するには、「注釈」パレットを使用するか、「注釈」アイ
コンをクリックします。 「注釈」アイコンは、タスク・ペインの上部に置かれてい
ます。

ワークスペース内の基本的なタスク・フロー
IBM InfoSphere Information Analyzer プロジェクトと IBM InfoSphere Information
Services Director プロジェクトで、異なるタイプのタスクを実行する場合でも、基本
的なタスク・フローは同じです。
以下のトピックで、ワークスペース内の基本的なタスク・フローを説明します。次
の例は、InfoSphere Information Analyzer を使用して列分析ジョブを作成するコンテ
キストのタスク・フローを示しています。タスクのタイプと使用可能なオプション
は、InfoSphere Information Analyzer プロジェクトと InfoSphere Information Services
Director プロジェクト間で異なります。

ワークスペース・ナビゲーターからのタスク・メニューの選択
プロジェクトを開いた後の最初の手順は、ワークスペース・ナビゲーターからタス
ク・メニューを選択することです。

このタスクについて
ワークスペース・ナビゲーターは、5 つのナビゲーション・メニューで構成されま
す。 各ナビゲーション・メニューには、タスクの実行に使用するワークスペースへ
のリンクが含まれています。使用可能なワークスペースは、作業しているスイー
ト・コンポーネントによって決まります。 特定のコンポーネントがインストールさ
れていないと、空のナビゲーション・メニューがある場合があります。
実行するタスクのタイプに対応するメニューを選択します。

図 9. この例では、ユーザーは「分析」タスク・メニューを選択します。
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タスク・メニューからの実行するタスクの選択
次に、タスク・メニューから実行するタスクを選択します。

このタスクについて
各ナビゲーション・メニューには、実行できるタスクのハイレベルのリストが含ま
れています。 ハイレベルのタスクに関連付けられたワークスペースを開くためにタ
スクを選択します。

図 10. この例では、ユーザーは、「列分析」ワークスペースを開くために列分析を選択します。

ワークスペース内のオブジェクトとタスクの選択
ワークスペースで、オブジェクト・リストから処理する項目を選択し、次にタス
ク・リストから実行するタスクを選択します。

このタスクについて
オブジェクト・リストには、タスクを実行する対象の項目が含まれています。例え
ば、データ・ソース、アプリケーションやサービス、あるいはログ・ビューなどで
す。 また、オブジェクト・リストには、分析の完了やログ・ビューの作成日などの
状況情報も含まれています。
タスク・リストには、選択したオブジェクトに対して実行できるタスクが含まれて
います。
下図に示すように、オブジェクト・リストから処理するオブジェクトを選択しま
す。

第 3 章 IBM InfoSphere Information Server コンソールの概要
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図 11. 「列分析」ワークスペースのオブジェクト・リストでデータ・ソースが選択された例

次に、タスク・リストから実行するタスクを選択します。

図 12. 「列分析」ワークスペース内のタスク・リストからタスクを選択する場合の例

まだオブジェクトが選択されていない場合、あるいは、前提条件のタスクがある場
合に、タスクが使用不可になる可能性があります。

タスク・ペインでの作業
タスク・リストからタスクを選択すると、タスク・ペインが開きます。タスク・ペ
インでは、オプションを選択し、タスクを実行するための詳細を指定することがで
きます。

このタスクについて
タスク・ペインを開くと、ワークスペースの上部にオブジェクト・リストとタス
ク・リストが縮小されていることに注意してください。 下の図は、「列分析の実
行」タスク・ペインを示しています。
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図 13. 「列分析の実行」タスク・ペイン

それぞれのタスク・ペインの内容は異なります。 多くのタスク・ペインでは、オプ
ションの選択と追加の詳細情報の指定が必要です。 また、特定のタスクを指定した
時間に、あるいは指定の間隔で実行するようにスケジュールすることができます。
アスタリスク (*) は必須フィールドを示します。
タスクの入力を完了したら、「保存」または「サブミット」をクリックします。
処理を必要とするジョブをサブミットすると、ワークスペースの下部にステータ
ス・バーが表示されます。

図 14. 列分析ジョブの進行状況を表示するステータス・バー

コンソールでのレポート作成およびスケジューリング
IBM InfoSphere Information Server コンソールから、レポート作成やスケジューリン
グなどの一般的な管理用タスクを行うこともできます。

第 3 章 IBM InfoSphere Information Server コンソールの概要
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レポート作成
レポート・ワークスペースを使用して、レポートの作成、編集、または表示ができ
ます。レポートには、そのスイートで実行されたアクティビティーの詳細が表示さ
れます。
レポートを作成するには、レポート・テンプレートを選択してからそのレポートに
関連付けるプロジェクトを指定します。 次に、そのレポートのパラメーターを入力
し、作成するレポートのフォーマット (例えば、PDF または XML など) を選択し
ます。 使用可能なレポート・テンプレートは、そのスイート内のコンポーネントに
対応します。
レポートを編集するには、変更するレポートを選択してから、そのコピーを作成し
ます。 コピーに任意の変更を加えます。
レポートは、メタデータ・リポジトリーに保存でき、作成者あるいは他の許可ユー
ザーがアクセスできます。 作成者または他のユーザーは、レポート内の情報を使用
して、プロジェクト・モジュールの他のタスクを実行できます。
また、レポート・ワークスペースでは、そのスイートで生成された保存済みレポー
トを表示して、特定のレポートをお気に入りに選択することができます。レポート
を検索する場合、使用可能なレポートのリストを関連付けられたプロジェクトの名
前や、レポートの作成日時でフィルタリングすることができます。 レポートをお気
に入りの 1 つとして選択すると、そのレポートは、「マイ・ホーム」ワークスペー
スの「お気に入りレポート」ペインでアクセス可能になります。

スケジューリング
スケジュール・ビューを作成して、スイート内の他の場所で作成したスケジュール
を照会できます。
スケジュールを作成して、作業中のスイート・コンポーネントで特定のアクティビ
ティーをいつ実行させるかを定義します。 スケジュールには、アクティビティー実
行予定時の詳細 (例えば、特定の時間あるいは日) が含まれます。 指定した時間あ
るいは日付に実行するようにスケジュールを構成できます。 また、繰り返し実行す
るように、あるいは、異なる間隔で実行するようにスケジュールを構成することも
できます。
スケジュール・ビューに表示される情報には、例えば、そのスイートで使用可能な
スケジュールのリスト、実行済みのスケジュール・タスクの履歴、特定の時間に実
行されるスケジュール予測などがあります。 照会の作成方法は複数あります。表示
するスケジュールの名前の選択、スケジュールの作成ユーザーの選択、スケジュー
ルが実行される日付の選択、あるいは、スケジュールが作成または更新された日付
の選択で行えます。また、スケジュールを作成したスイート・コンポーネントによ
って、スケジュールの照会を行うこともできます。 表示できるのは、自分で作成し
たスケジュールのみです。 スイート・アドミニストレーターは、そのスイート内の
すべてのスケジュールを表示できます。
スケジュール・ビューを専用に設定して、アクセスするユーザーを制限できます。
専用とマークを付けられたスケジュール・ビューは、それを作成したユーザーのみ
が使用可能です。 すべてのユーザーにスケジュール・ビューを使用可能にする場合
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は、そのスケジュール・ビューを共有とマークします。 共有スケジュール・ビュー
を編集できるのは、その共有スケジュール・ビューを作成したユーザーまたはスイ
ート・アドミニストレーターのみです。

IBM InfoSphere Information Server コンソールでのプロジェクトの処理
IBM InfoSphere Information Server コンソールにおいて、プロジェクトは、製品モジ
ュールで実行可能な全タスクの論理コンテナーです。 複数のユーザーがプロジェク
トに加わり、時間とともにプロジェクトの状況を見ることができます。

IBM InfoSphere Information Server コンソールでのプロジェク
トのセットアップ
プロジェクトをセットアップするには、まず、プロジェクトを作成し、基本的なプ
ロジェクト詳細を指定します。

プロジェクトの作成
まず、プロジェクトを作成する必要があります。 プロジェクトは、製品モジュール
で実行できるすべてのタスクの論理コンテナーです。

始める前に
プロジェクト作成許可が必要です。 これがない場合には、プロジェクト作成メニュ
ーおよびタスクがすべて無効になっています。

手順
1. IBM InfoSphere Information Server コンソールの「ファイル」メニューで「新規
プロジェクト」を選択します。
2. 「新規プロジェクト」ウィンドウで、作成するプロジェクトのタイプを選択しま
す。 「タイプ」フィールドは、複数の製品モジュールがインストールされてい
る場合にのみ表示されます。
3. プロジェクトの名前を入力します。
4. 「OK」をクリックして、「プロジェクト・プロパティー」ワークスペースを開
きます。

次のタスク
v 『プロジェクト・プロパティーの変更』
v

112 ページの『ユーザーのプロジェクトへの割り当てとロールの割り当て』

プロジェクト・プロパティーの変更
プロジェクトのプロパティーを表示および変更できます。

始める前に
プロジェクト・アドミニストレーター権限が必要です。

手順
1. IBM InfoSphere Information Server コンソールの「概要」ナビゲーター・メニュ
ーで「プロジェクト・プロパティー」を選択します。
第 3 章 IBM InfoSphere Information Server コンソールの概要
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2. プロジェクトに関する情報を指定します。
3. 「すべて保存」をクリックします。

プロジェクト・ダッシュボードのカスタマイズ
IBM InfoSphere Information Server コンソールでダッシュボード・ワークスペースを
カスタマイズし、内容ペインを追加または削除することができます。 一部の製品モ
ジュールでは、ダッシュボードを構成して、基盤となっているプロジェクト情報に
基づくチャートやグラフを表示させることもできます。

手順
1. IBM InfoSphere Information Server コンソールの「概要」ナビゲーター・メニュ
ーで「ダッシュボード」を選択します。
2. 「ダッシュボード」ワークスペースで「構成」

をクリックします。

3. オプション: 「追加」をクリックし、「内容」リストに内容ペインを追加しま
す。 使用可能な内容ペインは、インストールされている製品モジュールによっ
て異なります。
4. 「ダッシュボードの構成」ウィンドウで、変更する内容ペインを選択します。
5. 各内容ペインについて、ペインのラベルを変更すること、およびワークスペース
上に表示するかどうかを選択することができます。 一部の内容ペインには、追
加の構成プロパティーがあります。
6. 「OK」をクリックして変更を保存します。

InfoSphere Information Server コンソールで既存プロジェクト
を開く
既存プロジェクトを開き、情報分析や情報サービスの使用可能化などのプロジェク
トの製品モジュールと関連するタスクを実行することができます。

始める前に
ユーザーまたは管理者が、プロジェクトを作成してセットアップする必要がありま
す。

手順
1. 「マイ・ホーム」ワークスペースの「プロジェクト」ペインで、リストからプロ
ジェクトを選択します。
2. 「プロジェクトを開く」をクリックして、「ダッシュボード」ワークスペースを
開きます。

IBM InfoSphere Information Server コンソールのカスタマイズ
IBM InfoSphere Information Server コンソールによって、複数の製品モジュールが統
合ユーザー・インターフェースにまとめられます。 IBM InfoSphere Information
Server コンソールをカスタマイズするために、ユーザー設定の指定、ショートカッ
トの作成、注釈の作成、およびパスワードの変更を行うことができます。
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ユーザー設定の変更
開始用ユーザー設定を変更して、ペインの動作を変更したり、ステータス・バーを
カスタマイズしたりすることができます。

手順
1. 「編集」 > 「設定」を選択します。
2. 「ユーザー設定」ウィンドウで、変更する設定タイプを選択します。
3. 使用可能なオプションを変更します。
4. 「OK」をクリックしてウィンドウを閉じ、変更を保存します。

ショートカットの作成
ショートカットを作成して、頻繁に使用されるワークスペースまたはタスクに迅速
にアクセスできます。

手順
1. ワークスペースまたはタスクで、「ショートカットの追加」
す。

をクリックしま

2. 「ショートカットに追加」ウィンドウで、ショートカットの名前を入力します。
3. オプション: 「新規フォルダー」をクリックし、ショートカットを整理して入れ
るためのフォルダーを作成します。
4. オプション: ショートカット追加先のフォルダーを選択します。 リスト内でフォ
ルダーをドラッグし、フォルダーを再配列したり、ネストしたりすることができ
ます。
5. 「OK」をクリックして変更を保存します。

次のタスク
これで、「ショートカット」パレットでショートカットにアクセスできるようにな
ります。

パレットでの作業
パレットは、IBM InfoSphere Information Server コンソール・ショートカット、ワー
クスペース履歴、開いているワークスペース、および注釈のコンテナーです。 パレ
ットは、連結、フロート、または固定することができます。

このタスクについて
デフォルトで、パレットは IBM InfoSphere Information Server コンソールの左側に
連結されています。連結されている場合のパレットは、垂直タブのセットとして表
示されます。

手順
パレットを開くには、タブをクリックします。 ワークスペースをクリックすると、
パレットを再び非表示にできます。

第 3 章 IBM InfoSphere Information Server コンソールの概要
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次のタスク
パレットを開いたままにするには、ピンのイメージ

をクリックします。

パレットを位置変更するには、タブまたはパレットの上部バーを右クリックしま
す。

パレットのフロート
パレットをフロートし、IBM InfoSphere Information Server コンソール内の独立した
ペインとして移動することができます。個別のパレットをフロートすることも、パ
レットをグループとしてフロートすることもできます。

手順
パレットをグループとしてフロートするには、パレットの上部バーを選択し、コン
ソール内の新しい場所にドラッグします。 また、パレットで個別のタブを選択して
ドラッグし、単にそのタブをフロートすることもできます。

次のタスク
フロート・パレットは、「連結」
定」

をクリックして連結できます。また、「固

をクリックして固定できます。

パレットの固定
ワークスペースの片側にパレットを固定することができます。個別のパレットを固
定することも、パレットをグループで固定することもできます。

手順
パレットを固定するには、ワークスペースの反対端にパレットをドラッグします。
固定されたパレットは、縦に積み重ねることも、1 つ以上のセットにグループ化す
ることもできます。

次のタスク
固定パレットは、「連結」

をクリックして連結できます。また、「フロート」

をクリックしてフロートできます。
ウィンドウでパレットを連結または固定する側を切り替えるには、連結されたパレ
ットの上部バーを選択してワークスペースの反対側にドラッグします。

注釈の作成
一部の製品モジュールでは、オブジェクトに関してコメントする注釈を作成し、他
のユーザーに情報を提供し、さらに分析するために問題にフラグを設定することが
できます。
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手順
1. 注釈を追加するペインまたは表で、「注釈」

をクリックします。

2. 「注釈」パレットで「新規」をクリックします。 新規の注釈は、作成時に保存
されます。
3. 表で注釈の情報を指定します。 注釈に行った変更は、自動的に保存されます。
4. 「注釈」パレットで「閉じる」をクリックします。

次のタスク

注釈の作成後は、作成ユーザーおよび他のユーザーは、「注釈」
てその注釈にアクセスできます。

をクリックし

オブジェクト・リストの更新
オブジェクト・リストを更新して、他のユーザーが行った変更を表示することがで
きます。

手順
オブジェクト・リストを更新するには、「更新」
ェクト・リストの上のヘッダーを右クリックします。

をクリックするか、オブジ

パスワードの変更
サーバーへのログインに使用するパスワードを変更できます。 IBM InfoSphere
Information Server が外部ディレクトリーと照合して認証するように構成されている
場合、パスワードは変更できません。

手順
パスワードを変更するには、「ファイル」 > 「パスワード変更」をクリックしま
す。

オンライン・ヘルプ
タスクの作業中にヘルプ表示が必要な場合、F1 を押してコンテキスト・ヘルプにア
クセスしてインフォメーション・センターを開くか、あるいは、指示ペインでタス
クに関する具体的な情報を検索してください。

コンテキスト・ヘルプ
作業中に助けが必要な場合、F1 を押して、コンテキスト・ヘルプを開いてくださ
い。 例えば、「プロジェクト・プロパティー」ワークスペースから、F1 を押すと
インフォメーション・センター内のプロジェクト・プロパティーのドキュメンテー
ションを開くことができます。

第 3 章 IBM InfoSphere Information Server コンソールの概要
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インフォメーション・センター
インフォメーション・センターは、Web ベースのこのヘルプ・システムと知識ベー
スです。ここでスイート、コンソール、および IBM InfoSphere Information Server
コンソールで実行可能なタスクに関する概念的な情報とタスク・ベースの情報を検
索できます。 また、インストール済みのすべての製品に関する情報にアクセスする
こともできます。

指示ペイン
指示ペインでタスクに関する情報を検索できます。 指示ペインのボタンは、ほとん
どのペインおよびタブで、その上部に表示されます。 ほとんどのペインに、指示テ
キストが含まれています。

図 15. 強調表示された指示アイコン

指示テキストを表示するには、

をクリックしてください。 (指示ペイン)。

指示テキストを非表示にするには、指示アイコンを再度クリックします。
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第 4 章 IBM InfoSphere Information Server コンソールでのプ
ロジェクトの処理
IBM InfoSphere Information Server コンソールにおいて、プロジェクトは、製品モジ
ュールで実行可能な全タスクの論理コンテナーです。 複数のユーザーがプロジェク
トに加わり、時間とともにプロジェクトの状況を見ることができます。

IBM InfoSphere Information Server コンソールでのプロジェクトのセッ
トアップ
プロジェクトをセットアップするには、まず、プロジェクトを作成し、基本的なプ
ロジェクト詳細を指定します。

プロジェクトの作成
まず、プロジェクトを作成する必要があります。 プロジェクトは、製品モジュール
で実行できるすべてのタスクの論理コンテナーです。

始める前に
プロジェクト作成許可が必要です。 これがない場合には、プロジェクト作成メニュ
ーおよびタスクがすべて無効になっています。

手順
1. IBM InfoSphere Information Server コンソールの「ファイル」メニューで「新規
プロジェクト」を選択します。
2. 「新規プロジェクト」ウィンドウで、作成するプロジェクトのタイプを選択しま
す。 「タイプ」フィールドは、複数の製品モジュールがインストールされてい
る場合にのみ表示されます。
3. プロジェクトの名前を入力します。
4. 「OK」をクリックして、「プロジェクト・プロパティー」ワークスペースを開
きます。

次のタスク
v

27 ページの『プロジェクト・プロパティーの変更』

v

112 ページの『ユーザーのプロジェクトへの割り当てとロールの割り当て』

プロジェクト・プロパティーの変更
プロジェクトのプロパティーを表示および変更できます。

始める前に
プロジェクト・アドミニストレーター権限が必要です。

© Copyright IBM Corp. 2007, 2014
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手順
1. IBM InfoSphere Information Server コンソールの「概要」ナビゲーター・メニュ
ーで「プロジェクト・プロパティー」を選択します。
2. プロジェクトに関する情報を指定します。
3. 「すべて保存」をクリックします。

プロジェクト・ダッシュボードのカスタマイズ
IBM InfoSphere Information Server コンソールでダッシュボード・ワークスペースを
カスタマイズし、内容ペインを追加または削除することができます。 一部の製品モ
ジュールでは、ダッシュボードを構成して、基盤となっているプロジェクト情報に
基づくチャートやグラフを表示させることもできます。

手順
1. IBM InfoSphere Information Server コンソールの「概要」ナビゲーター・メニュ
ーで「ダッシュボード」を選択します。
2. 「ダッシュボード」ワークスペースで「構成」

をクリックします。

3. オプション: 「追加」をクリックし、「内容」リストに内容ペインを追加しま
す。 使用可能な内容ペインは、インストールされている製品モジュールによっ
て異なります。
4. 「ダッシュボードの構成」ウィンドウで、変更する内容ペインを選択します。
5. 各内容ペインについて、ペインのラベルを変更すること、およびワークスペース
上に表示するかどうかを選択することができます。 一部の内容ペインには、追
加の構成プロパティーがあります。
6. 「OK」をクリックして変更を保存します。

InfoSphere Information Server コンソールで既存プロジェクトを開く
既存プロジェクトを開き、情報分析や情報サービスの使用可能化などのプロジェク
トの製品モジュールと関連するタスクを実行することができます。

始める前に
ユーザーまたは管理者が、プロジェクトを作成してセットアップする必要がありま
す。

手順
1. 「マイ・ホーム」ワークスペースの「プロジェクト」ペインで、リストからプロ
ジェクトを選択します。
2. 「プロジェクトを開く」をクリックして、「ダッシュボード」ワークスペースを
開きます。
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第 5 章 コンソールのカスタマイズ
IBM InfoSphere Information Server コンソールと IBM InfoSphere Information Server
Web コンソール の両方をカスタマイズできます。

IBM InfoSphere Information Server コンソールのカスタマイズ
IBM InfoSphere Information Server コンソールによって、複数の製品モジュールが統
合ユーザー・インターフェースにまとめられます。 IBM InfoSphere Information
Server コンソールをカスタマイズするために、ユーザー設定の指定、ショートカッ
トの作成、注釈の作成、およびパスワードの変更を行うことができます。

ユーザー設定の変更
開始用ユーザー設定を変更して、ペインの動作を変更したり、ステータス・バーを
カスタマイズしたりすることができます。

手順
1. 「編集」 > 「設定」を選択します。
2. 「ユーザー設定」ウィンドウで、変更する設定タイプを選択します。
3. 使用可能なオプションを変更します。
4. 「OK」をクリックしてウィンドウを閉じ、変更を保存します。

ショートカットの作成
ショートカットを作成して、頻繁に使用されるワークスペースまたはタスクに迅速
にアクセスできます。

手順
1. ワークスペースまたはタスクで、「ショートカットの追加」
す。

をクリックしま

2. 「ショートカットに追加」ウィンドウで、ショートカットの名前を入力します。
3. オプション: 「新規フォルダー」をクリックし、ショートカットを整理して入れ
るためのフォルダーを作成します。
4. オプション: ショートカット追加先のフォルダーを選択します。 リスト内でフォ
ルダーをドラッグし、フォルダーを再配列したり、ネストしたりすることができ
ます。
5. 「OK」をクリックして変更を保存します。

次のタスク
これで、「ショートカット」パレットでショートカットにアクセスできるようにな
ります。
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パレットでの作業
パレットは、IBM InfoSphere Information Server コンソール・ショートカット、ワー
クスペース履歴、開いているワークスペース、および注釈のコンテナーです。 パレ
ットは、連結、フロート、または固定することができます。

このタスクについて
デフォルトで、パレットは IBM InfoSphere Information Server コンソールの左側に
連結されています。連結されている場合のパレットは、垂直タブのセットとして表
示されます。

手順
パレットを開くには、タブをクリックします。 ワークスペースをクリックすると、
パレットを再び非表示にできます。

次のタスク
パレットを開いたままにするには、ピンのイメージ

をクリックします。

パレットを位置変更するには、タブまたはパレットの上部バーを右クリックしま
す。

パレットのフロート
パレットをフロートし、IBM InfoSphere Information Server コンソール内の独立した
ペインとして移動することができます。個別のパレットをフロートすることも、パ
レットをグループとしてフロートすることもできます。

手順
パレットをグループとしてフロートするには、パレットの上部バーを選択し、コン
ソール内の新しい場所にドラッグします。 また、パレットで個別のタブを選択して
ドラッグし、単にそのタブをフロートすることもできます。

次のタスク
フロート・パレットは、「連結」
定」

をクリックして連結できます。また、「固

をクリックして固定できます。

パレットの固定
ワークスペースの片側にパレットを固定することができます。個別のパレットを固
定することも、パレットをグループで固定することもできます。

手順
パレットを固定するには、ワークスペースの反対端にパレットをドラッグします。
固定されたパレットは、縦に積み重ねることも、1 つ以上のセットにグループ化す
ることもできます。
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次のタスク
固定パレットは、「連結」

をクリックして連結できます。また、「フロート」

をクリックしてフロートできます。
ウィンドウでパレットを連結または固定する側を切り替えるには、連結されたパレ
ットの上部バーを選択してワークスペースの反対側にドラッグします。

注釈の作成
一部の製品モジュールでは、オブジェクトに関してコメントする注釈を作成し、他
のユーザーに情報を提供し、さらに分析するために問題にフラグを設定することが
できます。

手順
1. 注釈を追加するペインまたは表で、「注釈」

をクリックします。

2. 「注釈」パレットで「新規」をクリックします。 新規の注釈は、作成時に保存
されます。
3. 表で注釈の情報を指定します。 注釈に行った変更は、自動的に保存されます。
4. 「注釈」パレットで「閉じる」をクリックします。

次のタスク

注釈の作成後は、作成ユーザーおよび他のユーザーは、「注釈」
てその注釈にアクセスできます。

をクリックし

オブジェクト・リストの更新
オブジェクト・リストを更新して、他のユーザーが行った変更を表示することがで
きます。

手順
オブジェクト・リストを更新するには、「更新」
ェクト・リストの上のヘッダーを右クリックします。

をクリックするか、オブジ

パスワードの変更
サーバーへのログインに使用するパスワードを変更できます。 IBM InfoSphere
Information Server が外部ディレクトリーと照合して認証するように構成されている
場合、パスワードは変更できません。

手順
パスワードを変更するには、「ファイル」 > 「パスワード変更」をクリックしま
す。

第 5 章 コンソールのカスタマイズ
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IBM InfoSphere Information Server Web コンソール
IBM InfoSphere Information Server コンソール では、スイート管理およびレポート
作成タスク、およびデプロイ済み情報サービスに関する情報、情報資産のグロッサ
リーにアクセスできます。

パスワードの変更
IBM InfoSphere Information Server Web コンソールへのログインに使用するパスワ
ードを変更することができます。

手順
パスワードを変更するには、Web コンソール・ウィンドウの右上隅の「パスワード
変更」をクリックして必要な情報を入力します。
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第 6 章 セキュリティーの管理
セキュリティーをセットアップするには、ユーザー・レジストリーの構成、アクセ
ス・レベルの制御、ユーザーとグループの作成または更新、および監査ロギングの
構成を行います。 セキュリティーがセットアップされたら、IBM InfoSphere
Information Server の管理コマンドや管理ツールを使用して、ユーザー名とパスワー
ドを変更したり、他の管理用タスクを実行することができます。

監査ログ構成
監査サービスは、セキュリティー関連イベントの監査証跡を作成します。 これらの
イベントには、すべてのセキュリティー関連の設定の変更およびユーザーのログイ
ンとログアウトのオペレーションが含まれます。 監査要求に基づいて、どの監査イ
ベントをログに記録するか、また、どれだけの情報を含めるかを設定できます。
監査構成は iisAdmin コマンドによって制御されます。セキュリティー監査証跡に
よって、制御された情報へのアクセスおよびアプリケーション使用の検出を行うこ
とができます。 モニタリングおよびログに記録された監査情報の分析によって、デ
ータ・アクセスの管理が強化され、悪意や不注意による無許可アクセスから機密デ
ータまたは構成設定を保護できます。 システム管理操作も含めて、アプリケーショ
ンおよび個々のユーザー・アクセスのモニタリングによって、アクティビティーの
履歴レコードが提供されます。 この情報によって、ユーザーまたはグループのセキ
ュリティー・ロールを調整して、アプリケーション機能に対するアクセス権限を有
効にしたり無効にしたりできます。 この情報はまた、企業のセキュリティー・ポリ
シーに準拠していることを示す材料となります。
次のイベントは、監査レコードをログに記録します。
v ユーザーとグループの作成と除去
v ユーザーのグループへの割り当てまたはグループからの除去
v ユーザー・パスワードの変更 (パスワードはログに記録されません)
v ユーザーまたはグループに割り当てられたセキュリティー・ロールに対する変更
v プロジェクトに対するユーザーまたはグループの許可の変更、および、割り当て
られている、関連するプロジェクト・レベルのセキュリティー・ロールに対する
変更
v マップされたエンジン証明情報に対する変更
v ユーザーのログイン
v ユーザーのログアウト
v セッション終了
v セッション・タイムアウト
v 監査ログ構成設定に対する変更
これらのイベントの詳細については、 43 ページの『監査イベントのタイプ』 を参
照してください。

© Copyright IBM Corp. 2007, 2014
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監査イベントの構成
監査イベントを構成するには、iisAdmin コマンドを使用します。以下のコマンドを
使用して、いろいろなイベントの監査ログを構成します。
v

Linux

UNIX

cd IS_install_path/ASBServer/bin
./iisAdmin.sh -set -key value -value value

v

Windows

cd IS_install_path¥ASBServer¥bin
iisAdmin.bat -set -key value -value value

例えば、ログアウト用の監査イベントを作成するには、次のコマンドを使用しま
す。
./iisAdmin.sh -set -key com.ibm.iis.isf.audit.event.LOGOUT -value ALL

監査ログ・ファイル
監査ファイルのデフォルトの命名規則は、ISauditLog_N.log です。
監査ファイルが置かれるデフォルトのパスは以下のとおりです。
IBM WebSphere Application Server Network Deployment
v

Linux

v

Windows

UNIX

WAS_install_path/profiles/InfoSphere/logs

WAS_install_path¥profiles¥InfoSphere¥logs

IBM WebSphere Application Server Liberty Profile
v

Linux

v

Windows

UNIX

IS_install_path/wlp/usr/servers/iis/logs

IS_install_path¥wlp¥usr¥servers¥iis¥logs

監査プロパティーのタイプ
監査プロパティーは、iisAdmin コマンドを使用して設定します。以下に、設定でき
る監査プロパティーをリストします。各オプションに指定されている値はデフォル
ト値です。

監査を有効または無効にする
この値を false に設定した場合、他のすべての com.ibm.iis.isf.audit.* 設定は無
視されます。
com.ibm.iis.isf.auditing.enable=true

監査ファイルが書き込まれる場所
アプリケーション・サーバーのプロセス・オーナーには、このディレクトリーに対
する書き込み権限が必要です。相対パスにする場合、アプリケーション・サーバー
のプロファイル・パス内の IBM InfoSphere Information Server プロファイル・ディ
レクトリーを起点とします。
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com.ibm.iis.isf.audit.file.path=logs

監査ファイル名
実行時に置換される次の特別な構成要素を含んだストリングで構成されるパターン
です。
v %g: 循環ログを識別する世代番号。
v %%: 単一パーセント記号に変換します。
com.ibm.iis.isf.audit.file.name=ISauditLog_%g.log

各監査ログ・ファイルの最大サイズ
サイズはバイトで表します。値がゼロ (0) の場合、制限はありません。ゼロの使用
に際しては、注意が必要です。
com.ibm.iis.isf.audit.file.size=10000000

循環させる監査ログ・ファイルの最大数
この値が 1 より大きく、かつ %g 世代パラメーターが監査ファイル名に含まれてい
ないと、ドットとそれに続けて世代番号がファイル名の終わりに自動的に追加され
ます。世代番号はゼロから始まります。新規ファイルが作成されると、既存の監査
ファイルは名前変更され、既存の世代番号がインクリメントされます。したがっ
て、世代番号がゼロのファイルが最新で、世代番号が大きいほど、より古いログ・
ファイルになります。カウントには、ゼロ世代のファイルも含まれます。例えば、
カウントが 5 の場合、ISauditLog_0.log から ISauditLog_4.log のファイル名が
作成されます。
com.ibm.iis.isf.audit.file.count=5

監査ファイル・フォーマット
Simple、XML、または both を選択できます。XML として構成される場合、
com.ibm.iis.isf.audit.file.name プロパティーに指定されたファイル名拡張子は
.xml に置換されます。また、拡張子が構成されていなければ、ファイル名の終わり
に .xml が追加されます。both と指定された場合は、前述したとおりの XML ファ
イルが書き込まれるほか、com.ibm.iis.isf.audit.file.name で指定された命名規
則に従った単純ファイルも書き込まれます。
com.ibm.iis.isf.audit.file.format=Simple

第 6 章 セキュリティーの管理
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既存のファイルに追加するかどうか
false に設定された場合、アプリケーション・サーバーが再始動されるたび、新し
いゼロ世代の監査ファイルが作成されます。監査ファイル・フォーマットが XML
の場合、複数の XML ヘッダーが同じファイルに書き込まれないようにするため
に、false の設定が推奨されます。true に設定した場合、最大ファイル・サイズに
達するまで、既存のゼロ世代の監査ファイルに追加されていきます。
com.ibm.iis.isf.audit.file.append=true

監査イベントの有効化とログ・レベル
監査イベントごとに必要なログ・レベルを設定できます。各イベントで使用可能な
オプションは、ALL、INFO、または OFF です。値は大文字で指定する必要がありま
す。ALL オプションでは、システム・ユーザーのログイン・イベントやログアウ
ト・イベントなど、より詳細な監査イベントのロギングも可能になります。定義済
みの監査イベントのうち、ここで構成されないものはデフォルトで ALL になりま
す。
com.ibm.iis.isf.audit.event.ADD_USER=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.ADD_GROUP=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.DELETE_USERS=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.DELETE_GROUPS=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.ADD_USERS_TO_GROUPS=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.DELETE_USERS_FROM_GROUPS=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.CHANGE_PASSWORD=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.SET_CREDENTIAL=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.REMOVE_CREDENTIAL=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.ADD_ROLE=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.DELETE_ROLES=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.ASSIGN_GROUP_ROLES=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.ASSIGN_USER_ROLES=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.REVOKE_GROUP_ROLES=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.REVOKE_USER_ROLES=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.ASSIGN_PROJECT_USER_ROLES=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.ASSIGN_PROJECT_GROUP_ROLES=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.REVOKE_PROJECT_USER_ROLES=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.REVOKE_PROJECT_GROUP_ROLES=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.REVOKE_PROJECT_ALL_ROLES=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.ADD_DATASTAGE_CREDENTIAL=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.SET_DEFAULT_DATASTAGE_CREDENTIAL=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.REMOVE_DATASTAGE_CREDENTIAL=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.REMOVE_DEFAULT_DATASTAGE_CREDENTIAL=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.DATASTAGE_CREDENTIAL_MAPPING_DISABLED=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.DATASTAGE_CREDENTIAL_MAPPING_ENABLED=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.LOGIN=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.LOGOUT=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.SESSION_UPDATED=ALL
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com.ibm.iis.isf.audit.event.SESSION_TERMINATED=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.SESSION_EXPIRED=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.AUDITING_CONFIGURATION_SETTINGS=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.AUDITING_EVENT_SETTINGS=ALL

監査イベントのタイプ
監査サービスは、監査レコードをログに記録するイベントのグループを提供しま
す。
次の監査イベントのグループがログに記録されます。
v ユーザーおよびグループの管理
v ユーザー、グループ、およびプロジェクトのセキュリティー・ロールの割り当て
v エンジン証明情報のマッピング
v ユーザー・セッションの管理
v 監査の構成

ユーザーおよびグループの管理イベント
ユーザーとグループの管理は、ユーザーとグループの作成と除去、ユーザー・グル
ープ・メンバーシップの変更、およびユーザー証明情報の変更のイベントから成り
ます。
ユーザーおよびグループの管理イベントは、「ユーザー・レジストリー構成」が
「InfoSphere Information Server ユーザー・レジストリー」に設定されている場合
に限りログに記録できます。 これらのイベントは、「ユーザー・レジストリー構
成」が「アプリケーション・サーバー・レジストリー」に設定されている場合 (ユ
ーザー認証に LDAP を使用するよう構成されている場合など)、ログに記録できま
せん。これらの構成では外部ツールを通してユーザーとグループを管理するため、
IBM InfoSphere Information Server はこれらのリソースの管理には関与せず、いつ変
更が行われたかは認識しません。
次のイベント・メッセージは、変更または作成されたサブジェクトを記述するパラ
メーターと一緒にログに記録されます。 各メッセージに示された (caller) は、この
イベント方式の呼び出し元のユーザー ID です。
ADD_USER (caller): UserID=”xxx”, LastName=”xxx”, FirstName=”xxx”
InfoSphere Information Server コンソール、Web コンソール、または
DirectoryCommand コマンド・ライン・ツールで新規ユーザーが作成される
ときにログに記録されます。 サーバー上の DirectoryAdmin コマンド・ライ
ン・ツールによる新規ユーザーの作成では、監査イベントはログに記録され
ません。 ただし、これらのユーザーは、InfoSphere Information Server コン
ソールまたは Web コンソールを通して少なくとも「スイート・ユーザー・
セキュリティー・ロール」が割り当てられるまでは、InfoSphere Information
Server にログインできません。 このセキュリティー割り当ては監査されま
す。 DirectoryAdmin コマンド・ライン・ツールは、アクセスが制限された
サーバー・サイドのインストール済み環境で使用可能です。 このコマンド
は、クライアント・サイドのインストール済み環境では実行できません。
第 6 章 セキュリティーの管理
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ADD_GROUP (caller): GroupID=”xxx”, GroupName=”xxx”
InfoSphere Information Server コンソール、Web コンソール、または
DirectoryCommand コマンド・ライン・ツールでグループが作成されるとき
にログに記録されます。
DELETE_USERS (caller): UserIDs=”xxx, yyy”
InfoSphere Information Server コンソールまたは Web コンソールを通して
ユーザーが削除されるときにログに記録されます。 サーバー上の
DirectoryAdmin コマンド・ライン・ツールによるすべてのユーザーの削除で
は、監査イベントはログに記録されません。 これは典型的なアクションで
はなく、リカバリー・タイプのオペレーションでのみ使用されます。
DELETE_GROUPS (caller): GroupIDs=”xxx, yyy”
InfoSphere Information Server コンソールまたは Web コンソールを通して
グループが削除されるときにログに記録されます。 サーバー上の
DirectoryAdmin コマンド・ライン・ツールによるすべてのグループの削除で
は、監査イベントはログに記録されません。 これは典型的なアクションで
はなく、リカバリー・タイプのオペレーションでのみ使用されます。
ADD_USERS_TO_GROUPS (caller): UserIDs=”xxx, yyy”, GroupIDs=”xxx, yyy”
InfoSphere Information Server コンソール、Web コンソール、または
DirectoryCommand コマンド・ライン・ツールでグループにユーザーが追加
されるときにログに記録されます。
DELETE_USERS_FROM_GROUPS (caller): UserIDs=”xxx, yyy”, GroupIDs=”xxx, yyy”
InfoSphere Information Server コンソールまたは Web コンソールでグルー
プからユーザーが削除されるときにログに記録されます。
CHANGE_PASSWORD (caller): UserID=”xxx”
InfoSphere Information Server コンソールまたは Web コンソールでパスワ
ード変更アクションを使用して、現在ログインしているユーザーのパスワー
ドが変更されるときにログに記録されます。
SET_CREDENTIAL (caller): UserID=”xxx”
InfoSphere Information Server コンソールまたは Web コンソールで、アド
ミニストレーターによっていずれかのユーザーのパスワードが変更されると
きにログに記録されます。 サーバー上の DirectoryAdmin コマンド・ライ
ン・ツールによるユーザーのパスワードの変更では、監査イベントはログに
記録されません。
REMOVE_CREDENTIAL (caller): UserIDs=”xxx, yyy”
1 人以上のユーザーのパスワードがクリアされると、ログに記録されます。

ユーザー、グループ、およびプロジェクトのセキュリティー・ロール
の割り当てイベント
ユーザー、グループ、およびプロジェクトのセキュリティー・ロールの割り当て
は、セキュリティー・ロールの作成または削除、セキュリティー・ロールのユーザ
ーまたはグループへの割り当てと除去、ユーザーまたはグループとロールのプロジ
ェクトへの割り当てと除去のイベントから成ります。
次のイベント・メッセージは、変更または作成されたサブジェクトを記述するパラ
メーターと一緒にログに記録されます。InfoSphere Information Server コンソール、
IBM InfoSphere Information Server Web コンソール、クライアント・アプリケーシ
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ョン、または DirectoryCommand ツールのどのアプリケーションによってイベント
が発生したかに関係なく、イベントはログに記録されます。 ただし、
DirectoryAdmin ツールはアプリケーション・サーバーが稼働していないときも使用
できるため、このツールのアクションに対する監査イベントは作成されません。
DirectoryAdmin ツールはリカバリー目的でのみ使用されます。各メッセージに示さ
れた (caller) は、このイベント方式の呼び出し元のユーザー ID です。
ADD_ROLE (caller): RoleID=”xxx”
新規セキュリティー・ロールが作成されるときにログに記録されます。 セ
キュリティー・ロールは IBM InfoSphere Information Server によって内部
で作成されるため、これらの監査イベントは、新規ロールがある場合にそれ
らを含むメンテナンス・リリース・インストールの間にのみ発生します。
DELETE_ROLES (caller): RoleIDs=”xxx, yyy”
セキュリティー・ロールが削除されるときにログに記録されます。この監査
イベントは、セキュリティー・ロールを削除するためのユーザー・インター
フェースがないため、発生しません。
ASSIGN_GROUP_ROLES (caller): GroupIDs=”xxx, yyy”, RoleIDs=”xxx, yyy”
グループにセキュリティー・ロールが割り当てられたときにログに記録され
ます。
ASSIGN_USER_ROLES (caller): UserIDs=”xxx, yyy”, RoleIDs=”xxx, yyy”
ユーザーにセキュリティー・ロールが割り当てられたときにログに記録され
ます。
REVOKE_GROUP_ROLES (caller): GroupIDs=”xxx, yyy”, RoleIDs=”xxx, yyy”
グループからセキュリティー・ロールが削除されるときにログに記録されま
す。
REVOKE_USER_ROLES (caller): UserIDs=”xxx, yyy”, RoleIDs=”xxx, yyy”
ユーザーからセキュリティー・ロールが削除されるときにログに記録されま
す。
ASSIGN_PROJECT_USER_ROLES (caller): Project=”xxx”, UserIDs=”xxx, yyy”,
RoleIDs=”xxx, yyy”
ユーザーおよび関連したプロジェクト・セキュリティー・ロールがプロジェ
クト許可に割り当てられたときにログに記録されます。
ASSIGN_PROJECT_GROUP_ROLES (caller): Project=”xxx”, GroupIDs=”xxx, yyy”,
RoleIDs=”xxx, yyy”
グループおよび関連したプロジェクト・セキュリティー・ロールがプロジェ
クト許可に割り当てられたときにログに記録されます。
REVOKE_PROJECT_USER_ROLES (caller): Project=”xxx”, UserIDs=”xxx, yyy”,
RoleIDs=”xxx, yyy”
ユーザーのプロジェクト・セキュリティー・ロールが変更されたとき、また
はプロジェクトの許可からユーザーが削除されたときにログに記録されま
す。
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REVOKE_PROJECT_GROUP_ROLES (caller): Project=”xxx”, GroupIDs=”xxx, yyy”,
RoleIDs=”xxx, yyy”
グループのプロジェクト・セキュリティー・ロールが変更されたとき、また
はプロジェクトの許可からグループが削除されたときにログに記録されま
す。
REVOKE_PROJECT_ALL_ROLES (caller): Project=”xxx”
プロジェクトに割り当てられたすべてのセキュリティー・ロールが除去され
るときに、ログに記録されます。

エンジン証明情報マッピング・イベント
エンジン証明情報マッピングは、IBM InfoSphere DataStage スイート・ユーザーへ
の証明情報の割り当てと除去のイベント、および、IBM InfoSphere Information
Server Web コンソールの「エンジン証明情報」パネルを使用して証明情報をマッピ
ングするときの IBM InfoSphere Information Server エンジンのデフォルト証明情報
の割り当てのイベントから成ります。
次のイベント・メッセージは、変更または作成されたサブジェクトを記述するパラ
メーターと一緒にログに記録されます。 各メッセージに示された (caller) は、この
イベント方式の呼び出し元のユーザー ID です。
ADD_DATASTAGE_CREDENTIAL (caller): UserIDs=”xxx, yyy”, DSServer=”xxx”,
Username=”xxx”
マップされた証明情報が IBM InfoSphere Information Server Web コンソー
ルの 1 人以上のスイート・ユーザーに設定されるときに、ログに記録され
ます。
SET_DEFAULT_DATASTAGE_CREDENTIAL (caller): DSServers=”xxx, yyy”,
Username=”xxx”
IBM InfoSphere Information Server Web コンソールの「エンジン構成」の中
でデフォルト・エンジン証明情報が設定されるときに、ログに記録されま
す。
REMOVE_DATASTAGE_CREDENTIAL (caller): UserIDs=”xxx, yyy”, DSServer=”xxx”
IBM InfoSphere Information Server Web コンソールで、1 人以上のスイー
ト・ユーザーについてマップされた証明情報がクリアされるときに、ログに
記録されます。
REMOVE_DEFAULT_DATASTAGE_CREDENTIAL (caller): DSServers=”xxx, yyy”
IBM InfoSphere Information Server Web コンソールの「エンジン構成」の中
でデフォルト・エンジン証明情報がクリアされるときに、ログに記録されま
す。
DATASTAGE_CREDENTIAL_MAPPING_DISABLED (caller): DSServer=”xxx”
IBM InfoSphere Information Server Web コンソールの「エンジン構成」の中
で「共有ユーザー・レジストリー」が選択されるときに、ログに記録されま
す。このように設定されると、InfoSphere DataStage ユーザーは、InfoSphere
DataStage クライアント・アプリケーションへのログインに使用したのと同
じ証明情報を使用して、サーバー・エンジンのオペレーティング・システム
に対して認証されます。
DATASTAGE_CREDENTIAL_MAPPING_ENABLED (caller): DSServer=”xxx”
IBM InfoSphere Information Server Web コンソールの「エンジン構成」の中
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で「共有ユーザー・レジストリー」がクリアされるときに、ログに記録され
ます。これは、元のように、InfoSphere Information Server エンジン認証の
ために、マップされた証明情報を使用します。

ユーザー・セッションの管理イベント
ユーザー・セッション管理は、ユーザーのログインとログアウト、ダイレクト・セ
ッション終了、セッション満了のイベントから成ります。
次のイベント・メッセージは、関与するサブジェクトを記述するパラメーターと一
緒にログに記録されます。 各メッセージに示された (caller) は、このイベント方式
の呼び出し元のユーザー ID です。
LOGIN (caller): UserID=”xxx”, Client=”xxx”, Origin=”xxx”, SessionID=”xxx”
ユーザーが IBM InfoSphere Information Server クライアント・アプリケー
ションまたはコマンド・ライン・ツールにログインするとき、または、内部
プロセスがオペレーションを実行するために InfoSphere Information Server
にログインするときにログに記録されます。 このイベントは、ユーザーの
認証が成功した場合のみログに記録されます。このアクションは InfoSphere
Information Server セッションを作成します。 UserID は、サーバーによる
認証で使用されるユーザー ID です。 場合によっては、このユーザー ID
の値は、InfoSphere Information Server による使用のために予約された、特
別なトラステッドのユーザー ID を示します。この種のログインは、スケジ
ュール済みまたはシステム起動のオペレーションを実行するためのもので
す。 Client は、ログインを開始するアプリケーションのタイプを示しま
す。 ログイン・ユーザーのクライアント・タイプを調べるには、同じ
SessionID を持つ SESSION_UPDATED 監査イベントを確認してくださ
い。Origin は、ログインが発生したシステムのホスト名を示します。
SessionID は、このログイン・セッションを、
LOGOUT、SESSION_UPDATED、SESSION_TERMINATED、または
SESSION_EXPIRED の監査イベントに、あるいは、他の診断ログにおいて
このセッションに関連付けられたログ・メッセージに、一義的に関連付ける
ユニークな英数字の値です。 このイベントが LOG LEVEL=INFO と構成さ
れている場合、システム・ユーザーのログイン・イベントはフィルターアウ
トされてログに記録されません。 この種のログインは、InfoSphere
Information Server 内部オペレーションがさまざまなタスクを実行するため
のものです。 システム・ユーザーのログイン・イベントの例は、
UserID=InformationServerSystemUser の LOGIN イベントです。これらのイ
ベントは、スケジューラー・アクティビティーの一環として通常は 30 分ご
とに発生しますが、これ以外の時間に他のオペレーションのために発生する
こともあります。
SESSION_UPDATED (caller): UserID=”xxx”, Client=”xxx”, Origin=”xxx”,
SessionID=”xxx"
InfoSphere Information Server LOGIN イベントの発生後にログに記録されま
す。このメッセージはログイン・ユーザーのクライアント・タイプを示しま
す。
UserID は、最初にこのセッションを作成した認証済みのユーザー ID で
す。 Client は、ログインを開始するアプリケーションのタイプを示しま
す。 Client パラメーターはこの監査イベントで更新されます。Origin
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は、ログインが発生したシステムのホスト名を示します。 SessionID は、
対応する LOGIN でログに記録された値と同じ値です。
LOGOUT (caller): UserID=”xxx”, Client=”xxx”, Origin=”xxx”, SessionID=”xxx”
ユーザーまたはプロセスが、アクティブ InfoSphere Information Server セッ
ションから明示的にログアウトするときにログに記録されます。このイベン
トはアプリケーションが異常終了したときには発生しない場合があります。
例えば、Web ブラウザーがアクティブ InfoSphere Information Server Web
コンソールで閉じたときや、セッションがアドミニストレーターによって、
またはタイムアウトのために終了したときなどです (この場合、
SESSION_TERMINATED または SESSION_EXPIRED イベントがログに記
録されます)。 UserID は、最初にこのセッションを作成した認証済みのユ
ーザー ID です。 Client は、このセッションを使用するアプリケーション
のタイプを示します。 Origin は、ログインが発生したシステムのホスト名
を示します。 SessionID は、このセッションを一意的に識別する、対応す
る LOGIN イベントでログに記録されたのと同じ値です。 このイベントが
LOG LEVEL=INFO と構成されている場合、システム・ユーザー・セッショ
ンからのログアウトはフィルターアウトされてログに記録されません。 こ
の種のログアウトは、InfoSphere Information Server 内部オペレーションが
さまざまなタスクを実行するためのものです。
SESSION_TERMINATED (caller): UserID=”xxx”, Client=”xxx”, Origin=”xxx”,
SessionID=”xxx"
InfoSphere Information Server セッションが、IBM InfoSphere Information
Server Web コンソールの中でアドミニストレーターによって切断されると
きにログに記録されます。「すべて切断」が選択されるか、複数セッション
が選択されていると、切断された各セッションは、個別の監査イベントとし
てログに記録されます。 終了されたアクティブ・セッションのみが監査イ
ベントをログに記録します。 既に有効期限が切れているセッションは、
SESSION_EXPIRED 監査イベントによって前にログに記録されているた
め、無視されます。UserID は、最初にこのセッションを作成した認証済み
のユーザー ID です。 Client は、このセッションを使用するアプリケーシ
ョンのタイプを示します。 Origin は、ログインが発生したシステムのホス
ト名を示します。 SessionID は、このセッションを一意的に識別する、対
応する LOGIN イベントでログに記録されたのと同じ値です。
SESSION_EXPIRED (caller): UserID=”xxx”, Client=”xxx”, Origin=”xxx”,
SessionID=”xxx”
アイドル状態の InfoSphere Information Server セッションがタイムアウトし
て終了するときにログに記録されます。 タイムアウトは、IBM InfoSphere
Information Server Web コンソールの「セッション管理」の「グローバル・
セッション・プロパティー」の中で構成された「非アクティブ・セッショ
ン・タイムアウト」の値に基づきます。
UserID は、対応する LOGIN でログに記録された userid 値と同じ値です。
Client は、ログインを開始するアプリケーションのタイプを示します。
Origin は、ログインが発生したシステムのホスト名を示します。
SessionID は、このセッションを一意的に識別する、対応する LOGIN イベ
ントでログに記録されたのと同じ値です。
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監査構成イベント
監査構成は、監査プロパティー・ファイルの場所、監査ファイルの構成設定、およ
び監査イベント設定のイベントから成ります。
次のイベント・メッセージは、使用された監査構成設定を記述するパラメーターと
一緒にログに記録されます。 これらのメッセージは、アプリケーション・サーバー
が開始し、監査サービスが初期化されるときにログに記録されます。
AUDITING_CONFIGURATION_SETTINGS: Path=”xxx”, Name=”xxx”, MaxSize=”xxx”,
Count=”xxx”, Format=”xxx”, Append=”xxx”
WebSphere Application Server が開始し、監査サービスが初期化されるとき
にログに記録されます。 Path は、監査ログ・ファイルが作成される場所を
示します。 Name は、ログ・ファイル名に構成されたパターンです。
MaxSize は、各ログ・ファイルのサイズの限界を示す、バイト単位で示した
最大サイズです。 Count は、その数に達するとリサイクルされる、作成さ
れるファイルの最大個数です。 Format は、監査ログ・ファイルのフォーマ
ットです。 Append は、監査サービスが初期化されるときに、新規レコード
が追加されるのか、または新規ファイルが作成されるのかを示します。
AUDITING_EVENT_SETTINGS: xxx=”yyy”, xxx=”yyy”
WebSphere Application Server が開始し、監査サービスが初期化されるとき
にログに記録されます。 このイベント・メッセージには、すべての監査イ
ベントについて、イベント・タイプとそれに現在設定されているログ・レベ
ルの、コンマ区切りのリストが含まれます。ここで、xxx はイベント・タイ
プで、yyy はログ・レベルです。 標準的なログ・レベルは、ALL、INFO、ま
たは OFF です。 ALL は、このタイプのすべてのイベントが常にログに記録
されることを示します。 OFF は、このタイプのイベントはログに記録され
ないことを示します。 その他の値は、そのイベント・タイプのどのメッセ
ージがログに記録されるかというフィルターの役目をします。 各メッセー
ジには、IBM InfoSphere Information Server によって、特定のログ・レベル
が割り当てられます。現在、メッセージには INFO と FINE レベルのみが割
り当てられています。 INFO よりも低いレベルに割り当てられたメッセージ
(これには、ログ・レベルが FINE に割り当てられたメッセージも含まれま
す) は、イベント・タイプが INFO に構成された場合、ログに記録されませ
ん。 現在 FINE レベルのログ・メッセージを持つイベント・タイプは、
LOGIN イベントと LOGOUT イベントのみです。各メッセージに割り当て
られるログ・レベルの詳細については、 47 ページの『ユーザー・セッショ
ンの管理イベント』を参照してください。

監査構成セキュリティー
監査サービスは、セキュリティー関連イベントの監査証跡を作成します。 ログの場
所を保護することで、無許可の改ざんを防止できます。
監査ファイルが置かれるデフォルトのパスは以下のとおりです。
IBM WebSphere Application Server Network Deployment
v

Linux

v

Windows

UNIX

WAS_install_path/profiles/InfoSphere/logs

WAS_install_path¥profiles¥InfoSphere¥logs
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IBM WebSphere Application Server Liberty Profile
v

Linux

v

Windows

UNIX

IS_install_path/wlp/usr/servers/iis/logs

IS_install_path¥wlp¥usr¥servers¥iis¥logs

iisAdmin コマンドを使用して com.ibm.iis.isf.audit.file.path プロパティーを
設定することで、場所を変更できます。相対パスで設定する場合、指定されたディ
レクトリーが、IBM WebSphere Application Server の下の IBM InfoSphere
Information Server プロファイル・ディレクトリーから辿っていく場所に存在する必
要があります。別の場所に設定する場合、絶対パスを指定する必要があり、
WebSphere Application Server プロセス・オーナーがそのディレクトリーに対するフ
ァイル・システム書き込み許可があることを確認する必要があります。
指定したパスが存在しない場合、ログはデフォルトの場所に書き込まれます。プロ
パティー・キーが無かったり、キーの値が無効であったりすると、そのプロパティ
ー・キーを使用するデフォルト値になります。 これらの予防措置によって、その場
で監査ログが無許可に迂回されないようにします。

監査ログ
監査ログ・ファイルは、単純なテキスト・フォーマットまたは XML フォーマット
のものを作成できます。 各監査レコードのサイズは、イベント、ストリング長、監
査イベントに関連付けられたパラメーターの数、および選択したフォーマットによ
って異なります。
監査イベントは、IBM InfoSphere Information Server サービス層の監査ログ・ファイ
ルの中に記録されます。 InfoSphere Information Server クライアント・アプリケー
ションへのログインまたはログアウト、あるいは、コマンド・ライン・ツールは、
イベントをログに記録します。InfoSphere Information Server コンソール、InfoSphere
Information Server Web コンソール、IBM InfoSphere FastTrack クライアント、およ
び InfoSphere DataStage Administrator クライアントの中の、ユーザー、グループ、
またはセキュリティー・ロールの管理について、監査イベントがログに記録されま
す。DirectoryCommand など、一部のコマンド・ライン・ツールでもイベントがログ
に記録されます。

ログ・ファイルのサイジング
デフォルト値の com.ibm.iis.isf.audit.file.size=10000000、
com.ibm.iis.isf.audit.file.count=5 の場合、ファイルが約 1000 万バイトになる
と、このファイルは ISauditLog_1.log に名前変更されます。新規の
ISauditLog_0.log ファイルが作成され、そこに最新の監査イベントが保持されま
す。 最大 5 個のファイルを作成でき、現行の ISauditLog_0.log ファイルが 1000
万バイトのサイズの上限を超えると、最も古いログが削除され、他のファイルは名
前変更されます。そして、世代番号が 0 の新しいファイルが作成されます。 ファ
イルの世代番号が大きいほど、古い監査イベントです。

ログ・ファイル・フォーマット
単純なテキスト・フォーマットは表示が簡単にでき、XML フォーマットはフォーマ
ット設定やカスタム・アプリケーションによる構文解析を行うのに便利です。両方
のファイル・フォーマットのものを同時に作成できます。 XML フォーマットは単
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純テキスト・フォーマットよりも大きな監査レコードを生成します。そのため、単
純なテキスト・フォーマットに較べて、ファイル当たりのイベント数は少なくなり
ます。 XML フォーマットが使用されるときに、Java™ ロガーは XML ファイルを
作成し、XML ファイル・ヘッダーを追加します。 ロガーは、IBM WebSphere
Application Server のそれぞれの始動時に初期化され、そのときに、XML ヘッダー
がファイルに書き込まれます。 ロガーが com.ibm.iis.isf.audit.file.append=true
に構成されていると、XML ヘッダーが現在のファイルの終わりに書き込まれ、ロ
グ・ファイルの中に複数の XML ファイル・ヘッダー・エレメントが存在すること
になります。それによって、誤った形式の XML になります。
com.ibm.iis.isf.audit.file.format=xml または both に設定した場合は、
com.ibm.iis.isf.audit.file.append は false に構成します。 しかし、
com.ibm.iis.isf.audit.file.append=false は、IBM WebSphere Application Server
が再始動するたびに、現在の 0 世代ログ・ファイルが世代 1 に名前変更され、新
規の世代 0 のログ・ファイルが作成されることを意味します。つまり、
com.ibm.iis.isf.audit.file.append=false を使用すると、いくつかのログ・ファイ
ルは、最大長にまではなっていない可能性があります。

例: 単純なテキスト・フォーマット
単純なテキスト・フォーマットの監査ログを作成できます。

サンプルの監査ログ
次の例は、単純なテキスト・フォーマットの監査ログからの抜粋です。 この例で
は、説明のために各イベントを複数の行で示します。 実際の監査ログ・ファイルで
は、各イベントは単一行にログ記録されます。
2009-04-04 03:58:25.357 EST INFO: LOGIN (admin): UserID="admin", Client="Console",
Origin="florence", SessionID="ED1D522D-D4DD-493D-80D9-0806EB4D907D"
2009-04-04 04:01:50.154 EST INFO: ADD_USER (admin): UserID="ppds1",
LastName="PersonDS1", FirstName="Project"
2009-04-04 04:01:50.387 EST INFO: SET_CREDENTIAL (admin): UserID="ppds1"
2009-04-04 04:01:50.654 EST INFO: ASSIGN_USER_ROLES (admin): UserIDs="ppds1",
RoleIDs="SuiteUser, DataStageAdmin, DataStageUser"
2009-04-04 04:11:41.325 EST INFO: ADD_GROUP (admin): GroupID="regPeeps",
GroupName="Regular People"
2009-04-04 04:11:42.895 EST INFO: ASSIGN_GROUP_ROLES (admin): GroupIDs="regPeeps",
RoleIDs="SuiteUser"
2009-04-04 04:12:01.343 EST INFO: ASSIGN_GROUP_ROLES (admin): GroupIDs="regPeeps",
RoleIDs="DataStageUser"
2009-04-04 04:12:12.784 EST INFO: LOGIN (admin): UserID="admin",
Client="DataStage Administrator", Origin="florence",
SessionID="FDBB462B-0381-4B14-80F9-82DDF060437A"
2009-04-04 04:12:45.336 EST INFO: REVOKE_PROJECT_GROUP_ROLES (admin):
Project="FLORENCE/test", GroupIDs="regPeeps", RoleIDs="DataStageProductionManager,
DataStageDeveloper, DataStageSuperOperator, DataStageOperator"
2009-04-04 04:12:45.779 EST INFO: ASSIGN_PROJECT_GROUP_ROLES (admin):
Project="FLORENCE/test", GroupIDs="regPeeps", RoleIDs="DataStageOperator"

例: XML フォーマット
XML フォーマットの監査ログを作成できます。
第 6 章 セキュリティーの管理

51

サンプルの監査ログ
次の例は、XML フォーマットの監査ログからの抜粋です。
<?xml version="1.0" encoding="windows-1252" standalone="no"?>
<!DOCTYPE log SYSTEM "logger.dtd">
<log>
<record>
<date>2009-05-21T00:00:00</date>
<millis>1242878400161</millis>
<sequence>323</sequence>
<logger>com.ibm.is.auditing</logger>
<level>FINE</level>
<thread>51</thread>
<message>LOGIN (InformationServerSystemUser): UserID="InformationServerSystemUser",
Client="Server client", Origin="SwordIFS",
SessionID="34BADF15-ABA5-4FA9-AA7D-68D26402C2D6"</message>
<key>info.audit.session.LOGIN</key>
<catalog>com.ascential.acs.auditing.server.impl.resources.StringData</catalog>
<param>InformationServerSystemUser</param>
<param>InformationServerSystemUser</param>
<param>Server client</param>
<param>SwordIFS</param>
<param>34BADF15-ABA5-4FA9-AA7D-68D26402C2D6</param>
</record>
<record>
<date>2009-05-21T00:00:04</date>
<millis>1242878404458</millis>
<sequence>324</sequence>
<logger>com.ibm.is.auditing</logger>
<level>FINE</level>
<thread>51</thread>
<message>LOGOUT (InformationServerSystemUser): UserID="InformationServerSystemUser",
Client="Server client", Origin="SwordIFS",
SessionID="34BADF15-ABA5-4FA9-AA7D-68D26402C2D6"</message>
<key>info.audit.session.LOGOUT</key>
<catalog>com.ascential.acs.auditing.server.impl.resources.StringData</catalog>
<param>InformationServerSystemUser</param>
<param>InformationServerSystemUser</param>
<param>Server client</param>
<param>SwordIFS</param>
<param>34BADF15-ABA5-4FA9-AA7D-68D26402C2D6</param>
</record>
<record>
<date>2009-05-21T16:24:50</date>
<millis>1242937490614</millis>
<sequence>351</sequence>
<logger>com.ibm.is.auditing</logger>
<level>INFO</level>
<thread>46</thread>
<message>LOGIN (admin): UserID="admin", Client="Web Console", Origin="localhost",
SessionID="1C8D5CFD-269B-400F-8187-788D93681B09"</message>
<key>info.audit.session.LOGIN</key>
<catalog>com.ascential.acs.auditing.server.impl.resources.StringData</catalog>
<param>admin</param>
<param>admin</param>
<param>Web Console</param>
<param>localhost</param>
<param>1C8D5CFD-269B-400F-8187-788D93681B09</param>
</record>
<record>
<date>2009-05-21T16:27:24</date>
<millis>1242937644348</millis>
<sequence>370</sequence>
<logger>com.ibm.is.auditing</logger>
<level>INFO</level>
<thread>46</thread>
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<message>ADD_USER (admin): UserID="ppds1", LastName="PersonDS1",
FirstName="Project"</message>
<key>info.audit.user.ADD_USER</key>
<catalog>com.ascential.acs.auditing.server.impl.resources.StringData</catalog>
<param>admin</param>
<param>ppds1</param>
<param>PersonDS1</param>
<param>Project</param>
</record>
<record>
<date>2009-05-21T16:27:24</date>
<millis>1242937644645</millis>
<sequence>371</sequence>
<logger>com.ibm.is.auditing</logger>
<level>INFO</level>
<thread>46</thread>
<message>ASSIGN_USER_ROLES (admin): UserIDs="ppds1", RoleIDs="SuiteUser"</message>
<key>info.audit.role.ASSIGN_USER_ROLES</key>
<catalog>com.ascential.acs.auditing.server.impl.resources.StringData</catalog>
<param>admin</param>
<param>ppds1</param>
<param>SuiteUser</param>
</record>
<record>
<date>2009-05-21T16:27:24</date>
<millis>1242937644801</millis>
<sequence>372</sequence>
<logger>com.ibm.is.auditing</logger>
<level>INFO</level>
<thread>46</thread>
<message>ASSIGN_USER_ROLES (admin): UserIDs="ppds1", RoleIDs="DataStageAdmin,
DataStageUser"</message>
<key>info.audit.role.ASSIGN_USER_ROLES</key>
<catalog>com.ascential.acs.auditing.server.impl.resources.StringData</catalog>
<param>admin</param>
<param>ppds1</param>
<param>DataStageAdmin, DataStageUser</param>
</record>
<record>
<date>2009-05-21T16:27:24</date>
<millis>1242937644973</millis>
<sequence>373</sequence>
<logger>com.ibm.is.auditing</logger>
<level>INFO</level>
<thread>46</thread>
<message>SET_CREDENTIAL (admin): UserID="ppds1"</message>
<key>info.audit.user.SET_CREDENTIAL</key>
<catalog>com.ascential.acs.auditing.server.impl.resources.StringData</catalog>
<param>admin</param>
<param>ppds1</param>
</record>
<record>
<date>2009-05-21T16:27:53</date>
<millis>1242937673989</millis>
<sequence>375</sequence>
<logger>com.ibm.is.auditing</logger>
<level>INFO</level>
<thread>45</thread>
<message>LOGOUT (admin): UserID="admin", Client="Web Console", Origin="localhost",
SessionID="1C8D5CFD-269B-400F-8187-788D93681B09"</message>
<key>info.audit.session.LOGOUT</key>
<catalog>com.ascential.acs.auditing.server.impl.resources.StringData</catalog>
<param>admin</param>
<param>admin</param>
<param>Web Console</param>
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<param>localhost</param>
<param>1C8D5CFD-269B-400F-8187-788D93681B09</param>
</record>
</log>

セキュリティーのセットアップ
IBM InfoSphere Information Server にセキュアな環境を設定するには、ユーザー・レ
ジストリーの構成、ユーザーの作成、および作成したユーザーへのセキュリティ
ー・ロールの割り当てが必要です。
InfoSphere Information Server でセキュアな環境をセットアップするには、以下のタ
スクを実行します。
1.

ユーザー・レジストリーを選択して、InfoSphere Information Server 用に構成
する。
ユーザー・レジストリーには、有効なユーザー名とパスワードが含まれていま
す。 InfoSphere Information Server にログインするには、ユーザー名とパスワー
ドがユーザー・レジストリーになければなりません。 インストール・プログラ
ムによって、内部ユーザー・レジストリーを使用するように InfoSphere
Information Server が構成されます。 セキュリティーのセットアップの一部とし
て、ローカルのオペレーティング・システム・ユーザー・レジストリーや
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) ユーザー・レジストリーなどの外
部ユーザー・レジストリーを使用するように InfoSphere Information Server を構
成することができます。

2. ユーザーとグループを作成する。
ユーザー・レジストリーにユーザーとグループを作成します。内部ユーザー・レ
ジストリーを使用するように InfoSphere Information Server が構成されている場
合は、InfoSphere Information Server コンソールまたは InfoSphere Information
Server Web コンソールを使用してユーザーとグループを作成します。 外部ユー
ザー・レジストリーを使用するように InfoSphere Information Server が構成され
ている場合、ユーザーとグループの作成には、標準オペレーティング・システ
ム・ユーティリティーかユーザー・レジストリー・ユーティリティーを使用しま
す。
3. ユーザーとグループへセキュリティー・ロールを割り当てる。
ユーザーまたはグループがどのスイート・コンポーネントへのアクセス権限を持
つかと、そのユーザーまたはグループがそのスイート・コンポーネントでどのよ
うなレベルのアクセス権限を持つかを構成するには、ユーザーまたはグループに
セキュリティー・ロールを割り当てます。
4. InfoSphere Information Server エンジンのセキュリティーを構成する。
InfoSphere Information Server エンジンは、他の InfoSphere Information Server コ
ンポーネントとは別個にユーザー認証を実行します。ユーザー・レジストリー構
成に応じて、InfoSphere Information Server ユーザー・レジストリーと、エンジ
ンがインストールされているコンピューター上のローカルのオペレーティング・
システム・ユーザー・レジストリーとの間の証明情報をマップする必要がある場
合があります。
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5. ユーザーへプロジェクト・ロールを割り当てる。
一部のスイート・コンポーネントでは、プロジェクト固有のロールをユーザーに
割り当てる必要があります。
必要であれば、以下のセットアップ・タスクを実行することもできます。
v 代替セキュリティー・モードを構成する。
さまざまなセキュリティー標準に対処するように WebSphere Application Server
を構成できます。通常、それらのセキュリティー標準は、米国政府によって要求
されるセキュリティー要件を満たすために使用されます。
v 証明書を管理する。
インストール・プログラムによって、証明書が作成されます。証明書を認証局に
よって認証する必要が生じた場合や、有効期限が切れたときに証明書を更新する
必要が生じた場合などに、証明書を変更できます。証明書を変更した後、
UpdateSignerCerts.sh コマンドを実行して証明書を永続的に受け入れることで、
他のコマンド・ライン・ツールで証明書の受け入れを求めるプロンプトが出され
ないようにします。
v 非 root 管理用の IBM WebSphere Application Server を構成する。
デフォルトでは、WebSphere Application Server は root で実行されます。 しか
し、非 root ユーザー ID で実行することもできます。 WebSphere Application
Server に適切なファイル・システム許可を構成および設定して、非 root ユーザ
ー ID として実行できます。
v 非 root 管理用の InfoSphere Information Server エージェントを構成する。
デフォルトでは、InfoSphere Information Server エージェント (ASB エージェント
など) は、root として実行されます。 しかし、非 root ユーザー ID で実行する
こともできます。 エージェントに適切なファイル・システム許可を構成および設
定して、非 root ユーザー ID として実行できます。
v 監査サービスを構成する。
監査サービスは、セキュリティー関連イベントの監査証跡を作成します。この証
跡には、セキュリティー関連の設定値を設定または変更するすべてのアクティビ
ティー、すべてのユーザー認証、およびアプリケーションのログインが含まれて
います。 監査要求に基づいて、どの監査イベントをログに記録するか、また、ど
れだけの情報を含めるかを設定できます。

ユーザー・レジストリー構成
ユーザー・レジストリーは、ユーザー名とパスワードといったユーザー・アカウン
ト情報を保持し、認証時にアクセスされます。 IBM InfoSphere Information Server
にログインするには、ユーザー名とパスワードがユーザー・レジストリーになけれ
ばなりません。
インストール中に、InfoSphere Information Server インストール・プログラムによっ
て、内部ユーザー・レジストリーを使用するように InfoSphere Information Server
が構成されます。 内部ユーザー・レジストリーは、メタデータ・リポジトリーに配
置されます。 InfoSphere Information Server をインストールすると、内部ユーザ
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ー・レジストリーを継続して使用できます。 あるいは、ローカルのオペレーティン
グ・システム・ユーザー・レジストリーや Lightweight Directory Access Protocol
(LDAP) 準拠のユーザー・レジストリーを使用するように InfoSphere Information
Server を構成できます。
レジストリーを変更する場合は、インストールの完了直後に変更を行います。 最適
な結果を得るために、システムが実動環境に移動した後でユーザー・レジストリー
を変更しないでください。 システムを実動環境に移動した後にユーザー・レジスト
リーを変更する必要がある場合は、セキュリティーの問題やリスクを避けるために
新規インストール済み環境にマイグレーションすることを考慮してください。そう
しないと、新と旧のユーザー・レジストリーのユーザー間で不一致が発生する可能
性があります。

内部ユーザー・レジストリーの概要
デフォルトでは、IBM InfoSphere Information Server はユーザー情報をメタデータ・
リポジトリー内の内部ユーザー・レジストリーに保管します。
以下の図に、サービス層とメタデータ・リポジトリー層が 1 つのコンピューターに
ある InfoSphere Information Server トポロジーを示します。 InfoSphere Information
Server と IBM WebSphere Application Server は両方とも InfoSphere Information
Server が提供する内部ユーザー・レジストリーを使用するように構成されていま
す。内部ユーザー・レジストリーは、メタデータ・リポジトリーに保管されます。
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デザイナー、InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニストレーター、
InfoSphere DataStage and QualityStage ディレクター

サービスおよびメタデータ・リポジトリーコンピューター
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図 16. 内部ユーザー・レジストリーを使用する InfoSphere Information Server アーキテクチャーの例

この図に示すように、InfoSphere Information Server ディレクトリー・サービスは内
部ユーザー・レジストリーと通信します。WebSphere Application Server もまた、内
部ユーザー・レジストリーと通信します。 WebSphere Application Server は、基礎
となる InfoSphere Information Server ユーザー認証を実行します。
内部ユーザー・レジストリーを使用する際に、InfoSphere Information Server コンソ
ールまたは InfoSphere Information Server Web コンソールを使用してユーザーを直
接作成します。 また、グループを作成して、そのグループにユーザーを割り当てる
こともできます。証明情報は、内部ユーザー・レジストリーに保管されます。 グル
ープ・メンバーシップ情報、およびユーザーとそのセキュリティー・ロールとのア
ソシエーションも、内部ユーザー・レジストリーに保管されます。 メール・アドレ
スと勤務地住所もまた、ここに保管されます。
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内部ユーザー・レジストリーには、セキュリティー強化のために、ダイジェストさ
れた (片方向暗号化) パスワードのみが保管されます。 ユーザー名とグループ ID
には、任意の英字または数字と、次の特殊文字を使用できます。
v アンダースコアー (_)
v ハイフン (-)
v コンマ (,)
v 円記号 (¥)
v 等号 (=)
v ドル記号 ($)
v ピリオド (.)
v コロン (:)
v スペース・バー・キー ( )
v アットマーク (@)
InfoSphere Information Server エンジンは、他の InfoSphere Information Server コン
ポーネントとは別個にユーザー認証を実行し、内部ユーザー・レジストリーは使用
できません。 代わりに、InfoSphere Information Server エンジンはオペレーティン
グ・システムのユーザー・レジストリーを使用してユーザー認証を実行します。内
部ユーザー・レジストリーを使用するように InfoSphere Information Server を構成
する場合は、InfoSphere Information Server ユーザー・レジストリーと、エンジンが
インストールされているコンピューター上のローカルのオペレーティング・システ
ム・ユーザー・レジストリーとの間の証明情報をマップする必要があります。

外部ユーザー・レジストリーの概要
ローカルのオペレーティング・システム・ユーザー・レジストリーや Lightweight
Directory Access Protocol (LDAP) ユーザー・レジストリーなどの既存の外部ユーザ
ー・レジストリーに基づいて、ユーザーを認証するように IBM InfoSphere
Information Server を構成できます。
InfoSphere Information Server は、IBM WebSphere Application Server Network
Deployment および IBM WebSphere Application Server Liberty Profile がサポートす
るすべての外部レジストリーをサポートします。 WebSphere Application Server が
サポートするユーザー・レジストリーの詳細については、以下の WebSphere
Application Server のドキュメントを参照してください。
v IBM WebSphere Application Server Network Deployment 8.5:
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r5/topic/
com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/ae/tsec_useregistry.html
以下の図に、サービス層とメタデータ・リポジトリー層が 1 つのコンピューターに
配置された InfoSphere Information Server トポロジーを示します。 最初の図では、
InfoSphere Information Server と IBM WebSphere Application Server は両方とも、ロ
ーカルのオペレーティング・システム・ユーザー・レジストリーを使用するように
構成されています。 2 番目の図では、InfoSphere Information Server と IBM
WebSphere Application Server は両方とも、外部 LDAP ユーザー・レジストリーを
使用するように構成されています。
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デザイナー、InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニストレーター、
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図 17. ローカルのオペレーティング・システム・ユーザー・レジストリーを使用する InfoSphere Information Server ア
ーキテクチャーの例
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図 18. 外部 LDAP ユーザー・レジストリーを使用する InfoSphere Information Server アーキテクチャーの例

外部ユーザー・レジストリーを使用する場合、WebSphere Application Server はその
ユーザー・レジストリーと通信します。 InfoSphere Information Server ディレクト
リー・サービスは、WebSphere Application Server ユーザー・レジストリーと通信し
ます。 外部ユーザー・レジストリーと直接通信することはありません。 WebSphere
Application Server を経由して外部ユーザー・レジストリーにアクセスすることによ
って、InfoSphere Information Server は、各種の外部ユーザー・レジストリーの処理
に、WebSphere Application Server の機能を活用します。
外部ユーザー・レジストリーを使用する際に、そのユーザー・レジストリー用の管
理ツールを使用してユーザーおよびグループを作成します。 InfoSphere Information
Server は、その外部ユーザー・レジストリーから、ユーザー名、パスワード、グル
ープ定義、およびグループ・メンバーシップを見つけます。 パスワードの制約事項
は、そのユーザー・レジストリーによって決まります。
拡張容易性や高可用性のために WebSphere Application Server クラスタリングを構
成する場合は、ローカルのオペレーティング・システム・ユーザー・レジストリー
を使用するように InfoSphere Information Server を構成することはできません。 代
わりに、LDAP ユーザー・レジストリーか内部ユーザー・レジストリーを構成しま
す。
外部ユーザー・レジストリーを使用するように InfoSphere Information Server を構
成した場合でも、特定のユーザー情報は依然として内部ユーザー・レジストリーで
保守されます。 特に、内部ユーザー・レジストリーには常に、ユーザーとグループ
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に割り当てられたセキュリティー・ロールと、メール・アドレスや勤務地住所など
の、WebSphere Application Server によって受け渡されない属性が保管されます。
内部ユーザー・レジストリーは常に使用可能で、バックグラウンドで動作していま
す。

ユーザー・レジストリーの考慮事項
ユーザー・レジストリー構成は、インストール済み環境の規模およびアドミニスト
レーターの経験に基づいて選択してください。
サポートされるユーザー・レジストリー構成は、次の領域で相違点があります。
v インストールおよびセットアップのしやすさ。
v ユーザーとグループのメンテナンスのしやすさ、および必要な認証のレベル。
v 保守する必要のある証明情報のセット数。
v 証明情報の保管方法。
v 機能のサポート。
v エンジンのセキュリティーの考慮事項。 IBM InfoSphere Information Server エン
ジンは、他の InfoSphere Information Server コンポーネントとは別個にユーザー
認証を実行します。トポロジーと選択したユーザー・レジストリーに応じて、
InfoSphere Information Server ユーザー・レジストリーと、エンジンがインストー
ルされているコンピューター上のローカルのオペレーティング・システム・ユー
ザー・レジストリーとの間の証明情報をマップする必要がある場合があります。
内部ユーザー・レジストリー: 複雑性が最も少なく、小規模のインストールに適し
ています。
内部ユーザー・レジストリーを使用するかどうかを判別する場合は、次の情
報を考慮してください。
v 内部ユーザー・レジストリーは、インストール・プログラムによってセッ
トアップされます。 InfoSphere Information Server は、デフォルトではこ
のユーザー・レジストリーを使用するように構成されます。
v ユーザーおよびグループの管理には、InfoSphere Information Server コン
ソールまたは Web コンソールを使用します。 その他のユーザー・レジ
ストリー構成では、ユーザー・レジストリーへの管理アクセス権限が必要
です。
v 内部ユーザー・レジストリーは他のユーザー・レジストリーとは分離され
ているため、他のビジネス・アプリケーション用に維持されている他のす
べてのユーザー・レジストリーとは関連しない InfoSphere Information
Server ユーザーごとに、独立した証明情報セットを維持する必要がありま
す。
v ユーザー証明情報は、InfoSphere Information Server メタデータ・リポジ
トリー・データベースに保管されます。 ユーザー証明情報は、データベ
ースでは片方向に暗号化されています。
v 内部ユーザー・レジストリーは、パスワードのポリシー、長さ、または有
効期限をサポートしません。
v InfoSphere Information Server エンジンは、認証に内部ユーザー・レジス
トリーを使用できません。 インストール・プログラムは、初期のエンジ
ン管理のオペレーティング・システム・ユーザー (デフォルトは dsadm
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です) を InfoSphere Information Server アドミニストレーター・ユーザー
(デフォルトは isadmin です) にマップします。その他のエンジン・ユー
ザーを作成する場合、InfoSphere Information Server 内部ユーザー・レジ
ストリー内のユーザーと、エンジンがインストールされているコンピュー
ター上のオペレーティング・システムのユーザー・レジストリー内のユー
ザーの間で証明情報をマップする必要があります。オペレーティング・シ
ステムのユーザー・レジストリー内のユーザー名またはパスワードを変更
した場合、アドミニストレーターはマッピングを更新する必要がありま
す。
v マップされたユーザー証明情報もまた、InfoSphere Information Server メ
タデータ・リポジトリー・データベースに保管されます。 ユーザー証明
情報は、データベースでは強力に暗号化されています。
ローカルのオペレーティング・システム・ユーザー・レジストリー: 内部ユーザ
ー・レジストリーが不適切な場合の、小規模な自己完結型インストールに適してい
ます。 ローカルのオペレーティング・システム・ユーザー・レジストリーを使用す
るかどうかを判別する場合は、次の情報を考慮してください。
v 拡張容易性や高可用性の理由から WebSphere Application Server クラスタ
ーを作成する計画の場合、ローカルのオペレーティング・システム・ユー
ザー・レジストリー構成は、サポートされないため使用できません。
v IBM WebSphere Application Server Liberty Profile を使用する予定がある
場合、ローカルのオペレーティング・システム・ユーザー・レジストリー
構成は、サポートされないため使用できません。
v

Windows

Microsoft Windows コンピューターが Windows ドメインに登
録されている場合に、このコンピューター上のローカルのオペレーティン
グ・システム・ユーザー・レジストリー構成を使用すると、大きなパフォ
ーマンス上の問題が発生することがあります。

v ローカルのオペレーティング・システム・ユーザー・レジストリー構成を
使用するには、ソフトウェアのインストールが完了した後で、追加の構成
手順を実行する必要があります。
v ユーザーおよびグループの管理には、標準のオペレーティング・システ
ム・ユーティリティーを使用します。 この理由から、管理アクセス権限
が必要です。
v 内部ユーザー・レジストリー構成とは異なり、この構成では、ユーザーご
とに単一の証明情報セットを保守できます。
v ローカルのオペレーティング・システム・ユーザー・レジストリーでは、
パスワードのポリシー、長さ、または有効期限などの機能をサポートして
います。
v

Linux

UNIX

アプリケーション・サーバーでパスワードが認証さ
れるため、IBM WebSphere Application Server は root で実行する必要が
あります。

v サービス層とエンジン層が同じコンピューターにインストールされている
場合、InfoSphere Information Server とエンジンの両方を構成して、ロー
カルのオペレーティング・システム・ユーザー・レジストリーを共有でき
ます。 この場合、証明情報のマッピングは不要です。 サービス層とエン
ジン層が別個のコンピューターにインストールされている場合は、

62

管理ガイド

InfoSphere Information Server ユーザー・レジストリーと、エンジンがイ
ンストールされているコンピューター上のローカルのオペレーティング・
システム・ユーザー・レジストリーとの間の証明情報をマップする必要が
あります。
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) ユーザー・レジストリー: 複雑さは
増しますが、最も強力です。
v LDAP ユーザー・レジストリー構成を使用するには、ソフトウェアのイン
ストールが完了した後で、追加の構成手順を実行する必要があります。
v LDAP ユーザー・レジストリーのセットアップおよび管理は、他のユーザ
ー・レジストリー構成の場合よりも技術的に複雑です。
v LDAP ユーザー・レジストリーは、他のユーザー・レジストリー構成の場
合よりもパフォーマンスが優れ、拡張が容易です。
v 内部ユーザー・レジストリー構成とは異なり、この構成では、ユーザーご
とに単一の証明情報セットを保守できます。
v LDAP ユーザー・レジストリーでは、パスワードのポリシー、長さ、また
は有効期限などの機能をサポートしています。
v ユーザーおよびグループの管理には、LDAP サーバー固有のユーティリテ
ィーを使用します。 LDAP サーバーの管理アクセス権限が必要です。
v InfoSphere Information Server およびエンジンの両方を構成して、LDAP
ユーザー・レジストリーを使用することができます。 この場合、証明情
報のマッピングは不要です。 ただし、IBM AIX®、Solaris、HP-UX、およ
び Linux インストール済み環境の場合は、エンジン層コンピューターに
Pluggable Authentication Module (PAM) サポートを構成する必要がありま
す。

ローカルのオペレーティング・システム・ユーザー・レジストリーへ
の切り替え (IBM WebSphere Application Server Network
Deployment)
IBM InfoSphere Information Server をインストールした後で、ローカルのオペレーテ
ィング・システム・ユーザー・レジストリーを使用するように、スイートを構成で
きます。 インストール済み環境にスタンドアロン構成の IBM WebSphere
Application Server Network Deployment が含まれる場合、以下の手順に従うことがで
きます。クラスター構成または IBM WebSphere Application Server Liberty Profile
の場合、ローカルのオペレーティング・システム・レジストリーはサポートされま
せん。

始める前に
WebSphere Application Server には、UNIX および Microsoft Windows の両方でのロ
ーカルのオペレーティング・システム・ユーザー・レジストリーに関するいくつか
の制約事項があります。例:
v

v

Linux

UNIX

Linux

UNIX

WebSphere Application Server プロセスは、root として実行
する必要があります。
Network Information Service (NIS) プロトコルは、サポート

されていません。
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v

Windows

ドメイン・アカウントを使用すると、WebSphere Application Server プ
ロセスを実行するユーザーにアクセス権限が付与されます。

詳しくは、WebSphere Application Server のドキュメントを参照してください。
v バージョン 8.5: publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r5/topic/
com.ibm.websphere.nd.doc/ae/usec_localosreg.html

手順
1. WebSphere Application Server 管理アカウントに使用するユーザー・アカウント
をローカル・コンピューターに作成します。 あるいは、既存のアカウントを選
択します。 ローカルのオペレーティング・システム・ユーザー・レジストリー
への切り替えの一部として、アドミニストレーター・ロールにはこのアカウン
トを使用するように WebSphere Application Server に指示します。
注: このアカウントは、WebSphere Application Server インストール済み環境を
所有するアカウントと同じにすることができます。あるいは、このアカウント
は、WebSphere Application Server プロセスを実行するアカウントと同じにする
ことができます。また、別のアカウントでもかまいません。
2. WebSphere Application Server 管理コンソールにログインします。
3. コンソールで、「セキュリティー」 > 「グローバル・セキュリティー」をクリ
ックします。 「グローバル・セキュリティー」ページが表示されます。
4. 「レルム修飾ユーザー名の使用」オプションが選択されていないことを確認し
ます。
5. ページの右側の「ユーザー・アカウント・リポジトリー」セクションで、「使
用可能なレルム定義」リストをクリックして、「ローカル・オペレーティン
グ・システム」を選択します。
6. 「構成」をクリックします。
7. 「1 次管理ユーザー名」フィールドに、ステップ 1 で作成したユーザー・アカ
ウントの名前を入力します。
8. 「適用」をクリックします。
9. 「リポジトリーに保管されているサーバー ID」を選択します。
10. 「バージョン 6.0.x ノードのサーバー・ユーザー ID または管理ユーザー」フ
ィールドに、ステップ 1 で作成したユーザー・アカウントのショート・ネーム
を入力します。
11. 「サーバー・ユーザー・パスワード」フィールドに、ステップ 1 で作成したユ
ーザー・アカウントのパスワードを入力します。
12. 「OK」をクリックします。
13. ページの上部の「保存」リンクをクリックして、「保存」ボタンをクリックし
ます。
14. 「グローバル・セキュリティー」ページで、「アクティブ認証メカニズム」設
定に「LTPA」が選択されていることを確認します。
15. 「使用可能なレルム定義」リストで、「ローカル・オペレーティング・システ
ム」を選択して「現行に設定」をクリックします。 エラーが発生した場合、ア
プリケーション・サーバーは、指定された証明情報を使用して、ローカル・オ
ペレーティング・システムで認証することができません。
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16. 「保存」リンクをクリックして、「保存」ボタンをクリックします。
17. WebSphere Application Server を停止します。
18. サービス層コンピューターにログインします。
19. コマンド・ラインから、AppServerAdmin コマンドを実行します。 次のコマン
ドは、WebSphere Application Server アドミニストレーターのユーザー名とパス
ワードを WebSphere Application Server に伝搬します。
Linux

UNIX

/opt/IBM/Information/server/ASBServer/bin/AppServerAdmin.sh -was
-user was_admin_user_id -password was_admin_password
Windows

C:¥IBM¥InformationServer¥ASBServer¥bin¥AppServerAdmin.bat -was
-user was_admin_user_id -password was_admin_password

このコマンドでは、was_admin_user_id と was_admin_password は、WebSphere
Application Server 管理コンソールで指定した証明情報と一致する必要がありま
す。
ヒント: -password パラメーターはオプションです。指定しない場合は、パスワ
ードを要求するプロンプトが出されます。パスワードを指定する場合は、プレ
ーン・テキストを指定するか、encrypt コマンドで作成された暗号化後のストリ
ングを指定することができます。
20. 複数のユーザーによってしばらく使用されていたシステムのユーザー・レジス
トリーを切り替える場合は、セキュリティー構成に関連したユーザーとグルー
プをクリーンアップします。 81 ページの『使用中のシステムのユーザー・レ
ジストリー構成の切り替え』 を参照してください。
21. WebSphere Application Server を再始動します。
WebSphere Application Server が再始動すると、InfoSphere Information Server
の初期化中に、WebSphere Application Server ユーザー・レジストリー構成が確
認され、必要であれば、InfoSphere Information Server ユーザー・レジストリー
構成が自動的に調整されます。 デフォルトの WebSphere Application Server ア
ドミニストレーター・ユーザーもまた、初期の新規の InfoSphere Information
Server デフォルト・アドミニストレーター・ユーザーとして自動的に構成され
ます。

次のタスク
ユーザー・レジストリーを変更した後、必要であれば、InfoSphere Information
Server Web コンソールを開いて、追加のユーザーにスイート・アドミニストレータ
ーのアクセス権限を付与できます。

PAM を使用するための IBM InfoSphere Information Server の構
成 (Linux、UNIX)
Pluggable Authentication Module (PAM) は、現時点では Linux および UNIX の各プ
ラットフォーム上でサポートされています。PAM を使用するように、サービス層ま
たはエンジン層、あるいはその両方を構成できます。 エンジン層で PAM を使用
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し、さらに LDAP ユーザー・レジストリーも使用する場合は、LDAP ユーザー・レ
ジストリーを使用するように IBM InfoSphere Information Server をセットアップす
る前に、エンジン層で PAM を構成する必要があります。
PAM を使用するための IBM InfoSphere Information Server サービス層の構成
(Linux、UNIX):
サービス層での PAM の構成はオプションです。 サービス層の認証に PAM を使
用する場合に限って、PAM を構成します。エンジン層とは異なり、サービス層の認
証は PAM を使用せずに LDAP を使用して行うことができます。サービス層の
PAM 構成は、IBM WebSphere Application Server Network Deployment でのみサポ
ートされます。
始める前に
このタスクを完了するには、PAM について、また、認証のモジュールと方式につい
て、実用的な知識を持っている必要があります。
このタスクについて
サービス層で PAM を構成する理由としては、次のようなことが考えられます。
v フォールバック認証オプションを使用できるように、複数の PAM モジュールを
構成する場合があります。 例えば、LDAP サーバーを認証用の基本ユーザー・レ
ジストリーとして構成するとともに、LDAP 認証が失敗した場合に備えてローカ
ル・オペレーティング・システム認証へのフォールバックを構成できます。 この
ような構成により、複数のユーザー・レジストリーを組み合わせることができま
す。
v PAM は、ローカル・オペレーティング・システム認証をカスタマイズするための
手段になります。例えば、PAM を使用して、ローカル・オペレーティング・シス
テム認証を LDAP サーバーに代行させることができます。
PAM は認証サポートのみを提供します (ユーザー ID とパスワードの検証)。 また
InfoSphere Information Server は、許可の決定に使用するユーザーに割り当てられた
ロールを判別するために、ユーザーおよびグループのメンバーシップ情報を必要と
します。 PAM は、ユーザーおよびグループのメンバーシップをサポートしませ
ん。 InfoSphere Information Server がユーザーおよびグループのメンバーシップを
判別するためには、次の 2 種類の仕組みを使用できます。
1. デフォルトでは、/etc/passwd ファイルと /etc/group ファイルを参照します。
2. PAM レジストリー構成オプションとして使用するユーザー・ファイルとグルー
プ・ファイルをユーザーが指定できます。
制約事項:
v InfoSphere Information Server で使用するために PAM を構成する場合、IBM
WebSphere Application Server Network Deployment をクラスター環境で実行しな
いことを強くお勧めします。PAM はユーザーおよびグループのメンバーシップを
判別するためにローカル・ファイルに依存するので、ユーザー・ファイルとグル
ープ・ファイルがノード全体で確実に同期していることが必要です。 ファイルが
同期しなくなると、予期しない結果が生じる可能性があります。
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v PAM ユーザー・レジストリーは、スタンドアロンのユーザー・レジストリーとし
てサポートされ、WebSphere フェデレーテッド・ユーザー・レジストリーの使用
時にはサポートされません。
v

ローカル・オペレーティング・システム PAM モジュールが PAM 構成で使用
される場合、IBM WebSphere Application Server Network Deployment を root と
して実行する必要があります。ローカル・オペレーティング・システム PAM モ
ジュールが構成されていない場合は、IBM WebSphere Application Server Network
Deployment を非 root ユーザーとして実行できます。この制約事項は、サポート
されているすべてのオペレーティング・システムに適用されます。

このタスクは、サービス層のホスト・コンピューターで実行します。 PAM サポー
トは、各プラットフォームに固有です。
手順
1. 使用しているプラットフォームに、PAM 構成ファイルを追加するか作成しま
す。
2. IBM WebSphere Application Server Network Deployment を構成します。
a. IBM WebSphere Application Server Network Deployment 管理コンソールにロ
グインします。
b. IBM WebSphere Application Server Network Deployment 管理コンソールのセ
キュリティー・セクションにナビゲートします。「セキュリティー」 > 「グ
ローバル・セキュリティー」を選択します。
c. 「ユーザー・アカウント・リポジトリー」セクションで、「使用可能なレル
ム定義」フィールドから「スタンドアロン・カスタム・レジストリー」を選
択し、「構成」をクリックします。
d.

「1 次管理ユーザー名」フィールドに、管理者ユーザー名 (有効な PAM ユ
ーザー ID) を入力します。

e. リポジトリーに保管されているサーバー ID を選択します。有効な PAM ユ
ーザー ID とパスワードを入力します。
f.

カスタム・レジストリー・クラス名が、次のストリングであることを確認し
ます。com.ibm.iis.isf.j2ee.impl.was.security.WASExtendedCustomUserRegistry 「適
用」をクリックします。

g. このステップは、ローカル・オペレーティング・システム認証ファイル以外
のファイルを使用する場合にのみ行ってください。 「カスタム・プロパティ
ー」セクションで「新規」を選択し、次のプロパティーと値を定義して
「OK」をクリックします。
プロパティー

値

com.ibm.iis.isf.j2ee.impl.was.security.¥
WASExtendedCustomUserRegistry.usersFile

ユーザー情報を保管するファイル。 このファイルの情報
は、/etc/passwd ファイルと同じ方法で保管されているこ
とが必要です。このプロパティーが指定されていない場合
は、デフォルト・ユーザー・レジストリー・ファイル
/etc/passwd が使用されます。
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プロパティー

値

com.ibm.iis.isf.j2ee.impl.was.security.¥
WASExtendedCustomUserRegistry.groupsFile

グループ情報を保管するファイル。 このファイルの情報
は、/etc/groups ファイルと同じ方法で保管されているこ
とが必要です。このプロパティーを指定しない場合は、デ
フォルト・グループ・レジストリー・ファイル
/etc/groups が使用されます。

com.ibm.iis.isf.j2ee.impl.was.security.¥
WASExtendedCustomUserRegistry.moduleName

同じコンピューター上で、異なる名前を指定して複数の
PAM モジュールを構成できます。 この構成に対して指
定する名前を選択してください。 このプロパティーを指
定しない場合は、デフォルト値 isfpam が選択され、その
ファイル名のモジュールが pam.d 構成ディレクトリー内
にあることが予期されます。

h. 構成をテストします。 「スタンドアロン・カスタム・レジストリー」セクシ
ョンで、「現行に設定」をクリックします。エラーが発生した場合、アプリ
ケーション・サーバーは、指定された証明情報を使用して内部ユーザー・レ
ジストリーで認証することができません。 構成を再確認してください。
i. 「適用」をクリックし、「保存」をクリックして、コンソールからログアウト
します。
3. アプリケーション・サーバーを停止します。
重要:
v アプリケーション・サーバー・プロセスを停止する際には、以前のユーザー名
とパスワードを使用します (つまり、前のユーザー・レジストリーからのアプ
リケーション・サーバー管理者の証明情報)。
v クラスター・インストールでは PAM を構成しないことをお勧めします。ただ
し、このように構成する場合は、まずアプリケーション・サーバーとノード・
エージェントを停止し、次にデプロイメント・マネージャーを停止します。
4. AppServerAdmin ツールがインストールされているコンピューターにログインし
ます。 このツールは、サービス層と同じコンピューター上の
IS_install_dir/ASBServer/bin ディレクトリーにあります。
5. コマンド・ラインから、AppServerAdmin コマンドを実行します。このコマンド
は、管理者ユーザー名とパスワードをアプリケーション・サーバーに伝搬しま
す。 ステップ 2d (67 ページ) で管理コンソールに指定したものと同じユーザー
ID およびパスワードを指定してください。
IS_install_dir/ASBServer/bin/AppServerAdmin.sh -was
-user was_admin_user_id -password was_admin_password

ヒント: -password パラメーターはオプションです。指定しない場合は、パスワ
ードを要求するプロンプトが出されます。パスワードを指定する場合は、プレー
ン・テキストを指定するか、encrypt コマンドで作成された暗号化後のストリン
グを指定することができます。
6. アプリケーション・サーバーを再始動します。 クラスター・インストールの場
合は、デプロイメント・マネージャー、ノード・エージェント、およびアプリケ
ーション・サーバーの順に開始します。 いずれかのノード・エージェントが始
動しない場合は、デプロイメント・マネージャーおよびノード・レベルでユーザ
ー・レジストリー構成が一致しないため、そのノード・エージェントは再始動で
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きません。 この問題を修正するには、アプリケーション・サーバーの syncNode
コマンドを実行して、ノードとデプロイメント・マネージャーを同期化します。
a. ノードにログインします。
b. syncNode コマンドを実行します。(文字「⇒」は、行の継続を表します。)
cd WAS_install_dir/AppServer/profiles/custom_profile/bin
./syncNode.sh dmgr_hostname dmgr_port -user was_admin_username ⇒
-password was_admin_password

dmgr_hostname
デプロイメント・マネージャーを実行しているコンピューターのホスト
名。
dmgr_port
デプロイメント・マネージャーのポート番号。 (デフォルトは 8879 で
す)
was_admin_username および was_admin_password
アプリケーション・サーバーの管理者ユーザー名とパスワード。
7. アプリケーション・サーバーのログ・ファイルを調べて、エラーが発生していな
いことを確認します。
8. 新しいユーザー ID とパスワードを使用して IBM InfoSphere Information Server
Web コンソール にログインすることにより、構成を確認します。
PAM を使用するためのエンジンの構成 (Linux、UNIX):
エンジンが LDAP サーバーを使用して認証する場合に限り、エンジン層で PAM を
構成する必要があります。その場合、IBM InfoSphere Information Server を LDAP
ユーザー・レジストリーを使用するように構成する前に、PAM 用にエンジンを構成
する必要があります。
始める前に
このタスクを完了するには、PAM について、また、認証のモジュールと方式につい
て、実用的な知識を持っている必要があります。
このタスクについて
このタスクは、エンジン層をホストするコンピューターで実行します。
Linux および UNIX で PAM を構成するには、次の手順を使用します。
手順
1. $DSHOME ディレクトリーから、次のコマンドを実行して、環境をセットアップし
ます。
. ./dsenv

2. 次のコマンドを実行して、InfoSphere Information Server エンジンを停止しま
す。
$DSHOME/bin/uv -admin -stop

3. DSHOME ディレクトリーの uvconfig ファイルを編集して、AUTHENTICATION チュ
ーニングを 1 に設定します。 次の例は、AUTHENTICATION チューニングを 1 に
設定しています。
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# AUTHENTICATION - Specifies the method by which UNIX user
#
authentication is done. Currently, the following methods
#
are supported:
#
#
0) Standard O/S Authentication (default)
#
1) Pluggable Authentication Module (PAM)
#
#
This value should only be changed with a full understanding
#
of the implications, as improper setting of this value can
#
lead to the environment being unusable.
AUTHENTICATION 1

4. root ユーザーとして、PAM 構成ファイルを編集します。PAM 構成ファイルの
ファイル・パスおよび内容は、プラットフォームによって異なります。
オペレーティン
グ・システム
AIX

手順
1. オペレーティング・システム・レベルを取得します。返される
nnnn-nn-nn-nnnn 値から、オペレーティング・システム基本レベル (最
初の 4 桁)、テクノロジー・レベル (次の 2 桁)、Service Pack (次の 2
桁)、およびリリース日付がわかります。
oslevel -s
2. /etc/pam.conf ファイルを編集して、オペレーティング・システムのバ
ージョンに基づいて次の 4 行を追加します。
v oslevel が 6100-07-02-nnnn より低い場合は、以下の行を追加しま
す。
dsepam
dsepam
dsepam
dsepam

auth required /usr/lib/security/64/pam_aix
account required /usr/lib/security/64/pam_aix
session required /usr/lib/security/64/pam_aix
password required /usr/lib/security/security/64/pam_aix

v oslevel が 6100-07-02-nnnn 以上の場合は、以下の行を追加します。
dsepam
dsepam
dsepam
dsepam

auth required pam_aix
account required pam_aix
session required pam_aix
password required pam_aix

注: IMPERSONATION モードがオフの状態で PAM 認証を使用することは
できません。詳しくは、http://www-01.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg21516230 を参照してください。
Linux

以下のエントリーを /etc/pam.d/dsepam ファイルに追加します。
#%PAM-1.0
# for engine PAM authentication
auth include system-auth
account include system-auth
password include system-auth
session include system-auth

5. InfoSphere Information Server エンジン構成ファイルを再生成します。
$DSHOME/bin/uv -admin -regen

6. InfoSphere Information Server エンジンを再始動します。
$DSHOME/bin/uv -admin -start
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次のタスク
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) ユーザー・レジストリーを使用するよ
うに InfoSphere Information Server エンジン層をセットアップします。
LDAP ユーザー・レジストリーを使用してエンジン層とサービス層の両方で PAM
を構成した場合は、PAM 用に構成した各層でユーザー・レジストリーを共有できま
す。 同じ PAM モジュールのセットを使用して、両方の PAM 構成が同じユーザ
ー・レジストリーを指定している必要があります。

LDAP ユーザー・レジストリーへの切り替え (WebSphere
Application Server Liberty Profile 使用時)
IBM InfoSphere Information Server をインストールすると、ユーザーは内部レジスト
リーを使用するようにセットアップされます。組織で認証に Lightweight Directory
Access Protocol (LDAP) を使用している場合は、インストールの後で、IBM
InfoSphere Information Server も LDAP を使用するように構成することを選択でき
ます。

始める前に
InfoSphere Information Server エンジンは、他の InfoSphere Information Server コン
ポーネントとは別個にユーザー認証を実行します。エンジンも LDAP ユーザー・レ
ジストリーを共有するように構成できますが、それには Pluggable Authentication
Module (PAM) サポートの構成が必要になります。エンジン用の PAM の構成は、
InfoSphere Information Server が LDAP ユーザー・レジストリーの使用に切り替え
る前に行う必要があります。PAM を使用するためのエンジンの構成を参照してくだ
さい。

このタスクについて
InfoSphere Information Server は、IBM WebSphere Application Server Liberty Profile
がサポートするすべての LDAP 準拠のユーザー・レジストリーをサポートします。
サポートされる LDAP サーバーの詳細については、WebSphere Application Server
Liberty Profile システム要件を参照してください。
v WebSphere Application Server Liberty Profile 8.5.5: http://www-01.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27038218

手順
1. アプリケーション・サーバーを停止します:
Linux

UNIX

IS_install_path/ASBServer/bin/MetadataServer.sh stop
Windows

net stop InfoSvr

2. IS_install_path/wlp/usr/servers/iis/server.xml ファイルで次の行をコメン
ト化して、WebSphere Application Server Liberty Profile 構成からデフォルトのビ
ルトインのユーザー・レジストリーを削除します。
<usr_iisRegistry dataSourceRef="DataSource_ASBDataSource"/>
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3. Liberty Profile での LDAP ユーザー・レジストリーの構成に記載されているよう
に、IS_install_path/wlp/usr/servers/iis/server.xml ファイルの中で、
server エレメントが終わる前の任意の位置に、LDAP 構成を追加します。
ユーザー数が 10,000 を超えるような大規模な LDAP サーバーを使用している
場合、次の例のように、オプションの ldapCache 構成を使用することを強くお
勧めします。 (文字「⇒」は、行の継続を表します。)
<ldapRegistry
id="BluePages" realm="ldap" ignoreCase="true"
host="bluepages.ibm.com" port="389"
baseDN="o=ibm.com"
ldapType="IBM Tivoli Directory Server">
<idsFilters
userFilter="(&amp;(emailAddress=%v)(objectclass=person))"
groupFilter="(&amp;(cn=%v)(|(objectclass=groupOfNames)(objectclass=groupOf⇒
UniqueNames)(objectclass=groupOfURLs)))"
userIdMap="*:emailAddress"
groupIdMap="*:cn"
groupMemberIdMap="ibm-allGroups:member;ibm-allGroups:uniqueMember;groupOfN⇒
ames:member;groupOfUniqueNames:uniquemember"/>
<ldapCache>
<attributesCache size="4000" timeout="300000" enabled="true" sizeLimit="20⇒
00"/>
<searchResultsCache size="2000" timeout="300000" enabled="true" resultsSiz⇒
eLimit="1000"/>
</ldapCache>
</ldapRegistry>

4. アプリケーション・サーバーを始動します。
Linux

UNIX

IS_install_path/ASBServer/bin/MetadataServer.sh run
Windows

net start InfoSvr

5. 複数のユーザーによってしばらく使用されていたシステムのユーザー・レジスト
リーを切り替える場合は、セキュリティー構成に関連したユーザーとグループを
クリーンアップします。 使用中のシステムのユーザー・レジストリー構成の切
り替えを参照してください。
6. LDAP ユーザーの 1 人を、IBM InfoSphere Information Server Web コンソール
にログインでき、さらに LDAP ユーザーとグループにロールを割り当てること
ができる、アドミニストレーター・ユーザーとして構成します。
cd IS_install_path/ASBServer/bin
./DirectoryAdmin.sh -user -userid LDAP_user -admin -checkid

ここで、
LDAP_user
アドミニストレーター・ユーザーにする LDAP ユーザーの名前。このユー
ザー名は、server.xml ファイルの中の userFilter に対して構成された
LDAP 属性の値に基づいて指定する必要があります。上記の例では、
userFilter は (&amp;(emailAddress=%v)(objectclass=person)) に設定され
ており、LDAP ユーザーはメール・アドレスとして指定されなければならな
いことを意味します。
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-checkid
このオプションは、指定されたユーザーが正当なユーザーであることの確認
に使用され、ユーザーの詳細が出力に表示されます。

次のタスク
ユーザー・レジストリーを変更した後は、アドミニストレーター・ユーザーを使用
して IBM InfoSphere Information Server Web コンソールにログインし、他の LDAP
ユーザーとグループにロールを割り当てることができます。

LDAP ユーザー・レジストリーへの切り替え (WebSphere
Application Server Network Deployment 使用時)
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) ユーザー・レジストリーを使用して、
ユーザーを認証できます。 インストールの完了後に、LDAP 認証を使用するように
IBM InfoSphere Information Server を構成します。

始める前に
v InfoSphere Information Server エンジンは、他の InfoSphere Information Server コ
ンポーネントとは別個にユーザー認証を実行します。セットアップした LDAP ユ
ーザー・レジストリーを使用するようにエンジンを構成できます。 IBM
AIX、Solaris、HP-UX、および Linux プラットフォームの場合は、ユーザー・レ
ジストリーを切り替える前に、必要であれば Pluggable Authentication Module
(PAM) サポートを構成できます。 詳しくは、 65 ページの『PAM を使用するた
めの IBM InfoSphere Information Server の構成 (Linux、UNIX)』 を参照してく
ださい。
v IBM WebSphere Application Server スタンドアロン・インストールの場合は、
WebSphere Application Server が稼働している必要があります。
v クラスター・インストールの場合は、デプロイメント・マネージャーとすべての
ノード・エージェントが稼働している必要があります。

このタスクについて
InfoSphere Information Server は、IBM WebSphere Application Server Network
Deployment がサポートするすべての LDAP 準拠ユーザー・レジストリーをサポー
トします。サポートされる LDAP サーバーの詳細については、IBM WebSphere
Application Server Network Deployment システム要件を参照してください。
v IBM WebSphere Application Server Network Deployment 8.5.5:
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27038218

手順
1. LDAP ユーザー・レジストリーを構成するには、WebSphere Application Server
のドキュメントにある手順を完了します。
LDAP ユーザー・レジストリーを WebSphere Application Server 内に構成する手
順は、WebSphere Application Server インフォメーション・センターにありま
す。
v IBM WebSphere Application Server Network Deployment 8.5:
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r5/topic/
com.ibm.websphere.nd.doc/ae/tsec_ldap.html
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2. クラスター・インストールの場合は、クラスター内のノードで構成ファイルを同
期化します。
a. 「システム管理」 > 「ノード」で、
b. すべてのノードの横のチェック・ボックスを選択します。
c. 「同期化」をクリックします。
d. コンソールからログアウトします。
3. WebSphere Application Server を停止します。 クラスター・インストールの場合
は、アプリケーション・サーバーとノード・エージェントを停止してから、デプ
ロイメント・マネージャーを停止します。
重要: WebSphere Application Server プロセスを停止するときには、以前のユー
ザー・レジストリーからの WebSphere Application Server アドミニストレーター
の証明情報を使用します。
4. AppServerAdmin ツールがインストールされているコンピューターにログインし
ます。
v ユーザーのインストール済み環境に WebSphere Application Server クラスタリ
ングが実装されている場合は、WebSphere Application Server デプロイメン
ト・マネージャーのホスト・コンピューターにログインします。
v クラスタリングが実装されていない場合は、サービス層コンピューターにログ
インします。
5. コマンド・ラインから、AppServerAdmin コマンドを実行します。 次のコマンド
は、WebSphere Application Server アドミニストレーターのユーザー名とパスワ
ードを WebSphere Application Server に伝搬します。
Linux

UNIX

/opt/IBM/Information/server/ASBServer/bin/AppServerAdmin.sh -was
-user was_admin_user_id -password was_admin_password
Windows

C:¥IBM¥InformationServer¥ASBServer¥bin¥AppServerAdmin.bat -was
-user was_admin_user_id -password was_admin_password

このコマンドでは、was_admin_user_id と was_admin_password は、WebSphere
Application Server 管理コンソールで指定した新規 WebSphere Application Server
アドミニストレーターの証明情報と一致する必要があります。
ヒント: -password パラメーターはオプションです。指定しない場合は、パスワ
ードを要求するプロンプトが出されます。パスワードを指定する場合は、プレー
ン・テキストを指定するか、encrypt コマンドで作成された暗号化後のストリン
グを指定することができます。
6. 複数のユーザーによってしばらく使用されていたシステムのユーザー・レジスト
リーを切り替える場合は、セキュリティー構成に関連したユーザーとグループを
クリーンアップします。 81 ページの『使用中のシステムのユーザー・レジスト
リー構成の切り替え』 を参照してください。
7. WebSphere Application Server を再始動します。 クラスター・インストールの場
合は、デプロイメント・マネージャーを開始してから、アプリケーション・サー
バーとノード・エージェントを開始します。
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WebSphere Application Server が再始動すると、InfoSphere Information Server の
初期化中に、WebSphere Application Server ユーザー・レジストリー構成が確認
され、必要であれば、InfoSphere Information Server ユーザー・レジストリー構
成が自動的に調整されます。 デフォルトの WebSphere Application Server アド
ミニストレーター・ユーザーもまた、初期の新規の InfoSphere Information
Server デフォルト・アドミニストレーター・ユーザーとして自動的に構成されま
す。
8. 前述の手順を完了したときにいずれかのノード・エージェントが稼働していない
と、デプロイメント・マネージャーおよびノード・レベルでユーザー・レジスト
リー構成が一致しないため、そのノード・エージェントは再始動できません。
この問題を修正するには、WebSphere Application Server syncNode コマンドを実
行して、ノードとデプロイメント・マネージャーを同期化します。 syncNode コ
マンドを実行するには、次のようにします。
a. ノードにログインします。
b. syncNode コマンドを実行します。
v

Linux

UNIX

/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/custom_profile/bin/syncNode.sh
dmgr_hostname dmgr_port -user was_admin_username -password
was_admin_password

v

Windows

C:¥IBM¥WebSphere¥AppServer¥profiles¥custom_profile¥bin¥syncNode
dmgr_hostname dmgr_port -user was_admin_username -password
was_admin_password

このコマンドでは、
v dmgr_hostname は、デプロイメント・マネージャーが稼働しているコンピ
ューターのホスト名です。
v dmgr_port は、デプロイメント・マネージャーのポート番号です (デフォル
トは 8879)。
v was_admin_username は、WebSphere Application Server アドミニストレー
ターのユーザー名です。
v was_admin_password は、アドミニストレーター・パスワードです。
c. ノード・エージェントを再始動します。 294 ページの『IBM WebSphere
Application Server の開始 (Windows)』 または 297 ページの『IBM
WebSphere Application Server の開始 (Linux、UNIX)』 を参照してくださ
い。

次のタスク
ユーザー・レジストリーを変更した後、WebSphere Application Server アドミニスト
レーターのユーザー名とパスワードを使用して、InfoSphere Information Server Web
コンソールにログインできます。 必要であれば、コンソールで、スイート・アドミ
ニストレーター・アクセス権限を追加のユーザーに付与します。 WebSphere
Application Server アドミニストレーターには、デフォルトで InfoSphere Information
Server アドミニストレーター特権が付与されています。
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LDAP 識別名 (DN) の判別:
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) ユーザー・レジストリーを使用するよ
うに IBM InfoSphere Information Server を構成するには、スイート・アドミニスト
レーターの完全な LDAP 識別名 (DN) が必要な場合があります。 LDAP アドミニ
ストレーターから LDAP DN を入手できない場合は、以下の手順で LDAP DN を
判別できます。
IBM WebSphere Application Server 管理コンソールを使用した LDAP 識別名 (DN)
の判別:
WebSphere Application Server 管理コンソールを使用して、完全な LDAP 識別名
(DN) を判別できます。
手順
1. IBM WebSphere Application Server 管理コンソールにログインします。
2. コンソールから、「アプリケーション」 > 「アプリケーション・タイプ」 >
「WebSphere エンタープライズ・アプリケーション」を選択します。
3. アプリケーション名をクリックします。
4. 「詳細プロパティー」の「ユーザー/グループへのセキュリティー・ロールのマッ
ピング」をクリックします。
5. ロールを選択して、「ユーザーのマップ」をクリックします。
6. 「検索ストリング」フィールドに、アスタリスク (*) を入力して、「検索」をク
リックします。
Active Directory 検索を使用した LDAP 識別名 (DN) の判別 (Windows):
Windows Active Directory ドメインに登録された Microsoft Windows コンピュータ
ーにアクセスできる場合は、ユーザー検索機能を使用して、Windows Active
Directory 識別名を判別できます。
手順
1. コンピューターで、「スタート」 > 「ファイル名を指定して実行」をクリック
します。
2. ウィンドウに compmgmt.msc と入力して、Enter キーを押します。
3. 「ローカル ユーザーとグループ」を展開します。
4. 「グループ」フォルダーを開き、グループの 1 つをダブルクリックします。
5. 「プロパティ」ウィンドウで、「追加」をクリックします。
6. 「ユーザーの選択」ウィンドウで、「詳細設定」をクリックします。
7. 「ユーザーの選択」ウィンドウで IBM WebSphere Application Server ユーザー
名を検索します。 完全識別名を表示するには、属性で X500 名を選択する必要
があります。 検索によって、完全識別名が返されます。

元の内部ユーザー・レジストリーへの切り替え (WebSphere
Application Server Network Deployment 使用時)
必要であれば、外部ユーザー・レジストリーを使用するように IBM InfoSphere
Information Server スイートを構成した後に、元の内部ユーザー・レジストリーに切
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り替えることができます。 内部ユーザー・レジストリーは、InfoSphere Information
Server の初期インストール中に構成されたユーザー・レジストリーです。

始める前に
v IBM WebSphere Application Server のスタンドアロン・インストールの場合は、
WebSphere Application Server が稼働している必要があります。
v クラスター・インストールの場合は、デプロイメント・マネージャーとすべての
ノード・エージェントが稼働している必要があります。
v 詳しくは、WebSphere Application Server のドキュメントを参照してください。
– IBM WebSphere Application Server Network Deployment 8.5:
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r5/topic/
com.ibm.websphere.nd.doc/ae/tsec_tdaman.html

手順
内部ユーザー・レジストリーは、IBM WebSphere Application Server カスタム・ユ
ーザー・レジストリーです。
1. DirectoryAdmin ツールがインストールされているコンピューターにログインし
ます。
v ユーザーのインストール済み環境に WebSphere Application Server クラスタ
リングが実装されている場合は、WebSphere Application Server デプロイメン
ト・マネージャーのホスト・コンピューターにログインします。
v クラスタリングが実装されていない場合は、サービス層コンピューターにロ
グインします。
2. コマンド・ラインから、次のコマンドを実行して、内部ユーザー・レジストリ
ーにデフォルトの WebSphere Application Server アドミニストレーターを作成
します。
Linux

UNIX

/opt/IBM/InformationSesrver/ASBServer/bin/DirectoryAdmin.sh -user
-userid was_admin_username -password was_admin_password -admin
Windows

C:¥IBM¥InformationServer¥ASBServer¥bin¥DirectoryAdmin.bat -user
-userid was_admin_username -password was_admin_password -admin

このコマンドでは、was_admin_user_id と was_admin_password はそれぞれ、新
規 WebSphere Application Server アドミニストレーターのユーザー名とパスワ
ードです。このアカウントは、新たに構成された内部ユーザー・レジストリー
からのアドミニストレーターです。
3. WebSphere Application Server 管理コンソールにログインします。
4. コンソールで、「セキュリティー」 > 「セキュア管理、アプリケーション、お
よびインフラストラクチャー」をクリックします。
WebSphere Application Server の場合は、「セキュリティー」 > 「グローバ
ル・セキュリティー」をクリックします。

第 6 章 セキュリティーの管理

77

5. 「ドメイン修飾ユーザー名の使用」オプションが選択されていないことを確認
します。
6. 「ユーザー・アカウント・リポジトリー」セクションで、「使用可能なレルム
定義」リストをクリックして、「スタンドアロン・カスタム・レジストリー」
を選択します。
7. 「構成」をクリックします。
8. 「1 次管理ユーザー名」フィールドで、ステップ 2 (77 ページ) のコマンドに指
定したアドミニストレーターのユーザー名を入力します。
9. カスタム・レジストリー・クラス名は、次のストリングであることを確認しま
す。
com.ibm.iis.isf.j2ee.impl.was.security.WASCustomUserRegistry

10. 「適用」をクリックします。
11. 「リポジトリーに保管されているサーバー ID」を選択します。
12. 「バージョン 6.0.x ノードのサーバー・ユーザー ID または管理ユーザー」フ
ィールドに、ステップ 2 (77 ページ) で作成したユーザー・アカウントのショー
ト・ネームを入力します。
13. 「パスワード」フィールドに、2 (77 ページ) のコマンドに指定したユーザー・
アカウントのパスワードを入力します。
14. 「OK」をクリックします。
15. 「ユーザー・アカウント・リポジトリー」セクションで、「使用可能なレルム
定義」リストをクリックして、「スタンドアロン・カスタム・レジストリー」
を選択します。
16. 「現行に設定」をクリックします。 エラーが発生した場合、アプリケーショ
ン・サーバーは、指定された証明情報を使用して内部ユーザー・レジストリー
で認証することができません。
17. 「適用」をクリックしてから「保存」をクリックします。
18. コンソールからログアウトします。
19. WebSphere Application Server を停止します。 クラスター・インストールの場
合は、アプリケーション・サーバーとノード・エージェントを停止してから、
デプロイメント・マネージャーを停止します。
重要: WebSphere Application Server プロセスを停止するときには、以前のユー
ザー・レジストリーからの WebSphere Application Server アドミニストレータ
ーの証明情報を使用します。
20. AppServerAdmin ツールがインストールされているコンピューターにログインし
ます。 このツールは、DirectoryAdmin ツールと同じコンピューター上にあり
ます。
21. コマンド・ラインから、AppServerAdmin コマンドを実行します。 次のコマン
ドは、WebSphere Application Server アドミニストレーターのユーザー名とパス
ワードを WebSphere Application Server に伝搬します。
Linux

UNIX

/opt/IBM/Information/server/ASBServer/bin/AppServerAdmin.sh -was
-user was_admin_user_id -password was_admin_password
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Windows

C:¥IBM¥InformationServer¥ASBServer¥bin¥AppServerAdmin.bat -was
-user was_admin_user_id -password was_admin_password

このコマンドでは、was_admin_user_id と was_admin_password は、WebSphere
Application Server 管理コンソールで指定した証明情報と一致する必要がありま
す。
ヒント: -password パラメーターはオプションです。指定しない場合は、パスワ
ードを要求するプロンプトが出されます。パスワードを指定する場合は、プレ
ーン・テキストを指定するか、encrypt コマンドで作成された暗号化後のストリ
ングを指定することができます。
22. 複数のユーザーによってしばらく使用されていたシステムのユーザー・レジス
トリーを切り替える場合は、セキュリティー構成に関連したユーザーとグルー
プをクリーンアップします。 81 ページの『使用中のシステムのユーザー・レ
ジストリー構成の切り替え』 を参照してください。
23. WebSphere Application Server を再始動します。クラスター・インストールの場
合は、デプロイメント・マネージャーを開始してから、アプリケーション・サ
ーバーとノード・エージェントを開始します。
24. 前述の手順を実行したときにいずれかのノード・エージェントが稼働していな
かった場合、そのノード・エージェントは再開できません。 デプロイメント・
マネージャーとノード・レベルでのユーザー・レジストリー構成が一致しませ
ん。この問題を修正するには、WebSphere Application Server syncNode コマン
ドを実行して、ノードとデプロイメント・マネージャーを同期化します。
syncNode コマンドを実行するには、次のようにします。
a. ノードにログインします。
b. syncNode コマンドを実行します。
v

Linux

UNIX

/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/custom_profile/bin/syncNode.sh
dmgr_hostname dmgr_port -user was_admin_username -password
was_admin_password

v

Windows

C:¥IBM¥WebSphere¥AppServer¥profiles¥custom_profile¥bin¥syncNode
dmgr_hostname dmgr_port -user was_admin_username -password
was_admin_password

このコマンドでは、
v dmgr_hostname は、デプロイメント・マネージャーが稼働しているコンピ
ューターのホスト名です。
v dmgr_port は、デプロイメント・マネージャーのポート番号です (デフォ
ルトは 8879)。
v was_admin_username は、WebSphere Application Server アドミニストレー
ターのユーザー名です。
v was_admin_password は、アドミニストレーター・パスワードです。
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c. ノード・エージェントを再始動します。 294 ページの『IBM WebSphere
Application Server の開始 (Windows)』 および 297 ページの『IBM
WebSphere Application Server の開始 (Linux、UNIX)』 を参照してくださ
い。
25. WebSphere Application Server ログ・ファイルを確認して、エラーがないことを
確認してください。

次のタスク
また、アドミニストレーター・アカウントも、初期の新規の InfoSphere Information
Server デフォルト・アドミニストレーターとして自動的に構成されます。
ユーザー・レジストリー構成が変更された後、InfoSphere Information Server Web コ
ンソールを開き、新規ユーザーを作成してロールを付与できます。

元の内部ユーザー・レジストリーへの切り替え (WebSphere
Application Server Liberty Profile 使用時)
WebSphere Application Server Liberty Profile の LDAP ユーザー・レジストリーを使
用するように IBM InfoSphere Information Server を構成していたが、今後 LDAP
による認証が不要になるという場合、元の内部ユーザー・レジストリーを使用する
ように切り替えることができます。

このタスクについて
InfoSphere Information Server は、IBM WebSphere Application Server Liberty Profile
がサポートするすべての LDAP 準拠のユーザー・レジストリーをサポートします。

手順
1. アプリケーション・サーバーを停止します:
Linux

UNIX

IS_install_path/ASBServer/bin/MetadataServer.sh stop
Windows

net stop InfoSvr

2. IS_install_path/wlp/usr/servers/iis/server.xml ファイルの中で
ldapRegistry エレメントをコメント化するか削除して、WebSphere Application
Server Liberty Profile 構成から LDAP ユーザー・レジストリーを削除します。
3. IS_install_path/wlp/usr/servers/iis/server.xml ファイル内の server エレ
メントが終わる前の任意の位置で、WebSphere Application Server Liberty Profile
構成に InfoSphere Information Server ユーザー・レジストリーを追加します。
<usr_iisRegistry dataSourceRef="DataSource_ASBDataSource"/>

4. アプリケーション・サーバーを始動します。
Linux

UNIX

IS_install_path/ASBServer/bin/MetadataServer.sh run
Windows

net start InfoSvr
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5. 複数のユーザーによってしばらく使用されていたシステムのユーザー・レジスト
リーを切り替える場合は、セキュリティー構成に関連したユーザーとグループを
クリーンアップします。 使用中のシステムのユーザー・レジストリー構成の切
り替えを参照してください。
6. IBM InfoSphere Information Server Web コンソールにログインでき、さらに、ユ
ーザーとグループを作成してロールを割り当てることができる、アドミニストレ
ーター・ユーザーとして、1 人の内部ユーザー・レジストリー・ユーザーを手動
で構成します。
cd IS_install_path/ASBServer/bin
./DirectoryAdmin.sh -user -userid user_name -password password -admin

ここで、
user_name
アドミニストレーター・ユーザーにするユーザー名。内部ユーザー・レジス
トリー・ユーザー ID の制約事項に従って、任意の名前を付けることができ
ます。内部ユーザー・レジストリーは、メタデータ・リポジトリー・データ
ベースに保管されます。
password
アドミニストレーター・ユーザーのパスワード。パスワードの制約事項に従
って、任意の値を指定できます。

次のタスク
ユーザー・レジストリーを変更した後は、アドミニストレーター・ユーザーを使用
して IBM InfoSphere Information Server Web コンソールにログインし、他のユーザ
ーとグループを作成してロールを割り当てることができます。

使用中のシステムのユーザー・レジストリー構成の切り替え
システムが複数のユーザーによってしばらく使用された後でユーザー・レジストリ
ーを切り替える場合、ユーザー・レジストリーの変更の一環として、セキュリティ
ー・リポジトリーをクリーンアップする必要があります。 インストール直後にユー
ザー・レジストリーを切り替えるのであれば、この手順は行う必要はありません。

このタスクについて
ユーザー・レジストリーを切り替える必要がある場合は、ソフトウェアのインスト
ールの直後で、追加のセキュリティー構成タスクを実行する前にレジストリーを切
り替えてください (可能な場合)。 後でユーザー・レジストリーを切り替える必要が
ある場合は、この手順を実行して、以前のセキュリティー構成の設定値をすべてク
リーンアップします。 設定値には、ロール割り当て、証明情報マッピング、および
アクセス権限などがあります。 この設定は、リポジトリーから削除されます。 新
規レジストリーの新規ユーザー用に、設定値を手動で再構成する必要があります。
システムを実動環境に移動した後にユーザー・レジストリーを変更する必要がある
場合は、セキュリティーの問題やリスクを避けるために新規インストール済み環境
にマイグレーションすることを考慮してください。そうしないと、新と旧のユーザ
ー・レジストリーのユーザー間で不一致が発生する可能性があります。
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手順
1. ユーザー・レジストリーを切り替える手順を行います。 ユーザー・レジストリ
ーの切り替え手順については、 55 ページの『ユーザー・レジストリー構成』を
参照してください。 そこでこのステップに到達したら、その手順を中止しま
す。
2. サービス層がインストールされているコンピューターにログインします。
v ユーザーのインストール済み環境に WebSphere Application Server クラスタリ
ングが実装されている場合は、WebSphere Application Server デプロイメン
ト・マネージャーのホスト・コンピューターにログインします。
v クラスタリングが実装されていない場合は、サービス層コンピューターにログ
インします。
3. コマンド・ラインから、次のコマンドを実行して、セキュリティー構成に関連す
るすべてのグループをクリーンアップします。
Windows

C:¥IBM¥InformationServer¥ASBServer¥bin¥DirectoryAdmin.bat -delete_groups
Linux

UNIX

/opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin/DirectoryAdmin.sh -delete_groups

4. コマンド・ラインから、次のコマンドを実行して、セキュリティー構成に関連す
るすべてのユーザーをクリーンアップします。
Windows

C:¥IBM¥InformationServer¥ASBServer¥bin¥DirectoryAdmin.bat -delete_users
Linux

UNIX

/opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin/DirectoryAdmin.sh -delete_users

5. InfoSphere Information Server 内部ユーザー・レジストリーに切り替える場合
は、コマンド・ラインから次のコマンドを再実行します。
Windows

C:¥IBM¥InformationServer¥ASBServer¥bin¥DirectoryAdmin.bat -user
-userid was_admin_username -password was_admin_password
Linux

UNIX

/opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin/DirectoryAdmin.sh -user
-userid was_admin_username -password was_admin_password

パスワードは、プレーン・テキストとして指定することも、encrypt コマンドを
使用して暗号化したストリングとして指定することもできます。
6. ステップ 1 で開始したユーザー・レジストリー切り替えの残りの手順を完了し
ます。

ユーザーとグループの作成
第 1 レベルのセキュリティーとしてユーザーを作成 IBM InfoSphere Information
Server にログインする各個人に対してのユーザーを作成する必要があります。
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InfoSphere Information Server 内部ユーザー・レジストリーを使用する場合は、
InfoSphere Information Server コンソールまたは InfoSphere Information Server Web
コンソールを使用して、ユーザーとグループを作成できます。 InfoSphere
Information Server コンソールは、IBM InfoSphere Information Analyzer および
InfoSphere Information Services Director で使用できます。 InfoSphere Information
Server Web コンソールは、SuiteUser ロールを持つすべての InfoSphere Information
Server ユーザーが使用できます。
ローカルのオペレーティング・システム・ユーザー・レジストリーや Lightweight
Directory Access Protocol (LDAP) などの外部ユーザー・レジストリーを使用する場
合は、ユーザー・レジストリー管理ツールを使用してユーザーとグループを作成す
る必要があります。 InfoSphere Information Server コンソールを使用して外部ユー
ザー・レジストリーにユーザーとグループを作成することはできません。

デフォルト・ユーザーと事前構成ユーザー
作成するユーザーに加えて、いくつかのデフォルト・ユーザーまたは事前構成ユー
ザーが、インストール処理の間に作成されます (ユーザーまたはシステムによっ
て)。
IBM InfoSphere Information Server および IBM WebSphere Application Server のア
ドミニストレーター・ユーザー用のアカウントを作成する必要があります。一般的
に、これらのユーザーは「isadmin」および「wasadmin」と呼ばれます。 これらのユ
ーザーの作成は、インストールの間に選択できます。 このアカウントは、
WebSphere Application Server が使用するユーザー・レジストリーに作成する必要が
あります。
表 3. サービス層ユーザー
サンプル・
ユーザー名

説明

isadmin

InfoSphere Information Server アドミニストレーター

wasadmin

WebSphere Application Server アドミニストレーターおよび InfoSphere
Information Server アドミニストレーター

Linux

UNIX

エンジン用に少なくとも 1 つのユーザー・アカウントが必要
です。 一般的に、このユーザー ID は「dsadm」と呼ばれます。 インストール時に
このアカウントの作成を選択できます。 これは、エンジンが使用するユーザー・レ
ジストリー内に作成されなければなりません。 このユーザー・レジストリーは、ロ
ーカルのオペレーティング・システムのユーザー・レジストリーでもかまいませ
ん。 あるいは、ユーザー・レジストリーは外部ユーザー・レジストリーでもかまい
ません。 この外部ユーザー・レジストリーは、Pluggable Authentication Module
(PAM) を使用して構成する必要があります。 PAM は、エンジンをホスティングす
るコンピューターのオペレーティング・システム上で実行する必要があります。
表 4. エンジン層ユーザー
サンプル・
ユーザー名

説明

dsadm

IBM InfoSphere DataStage アドミニストレーター
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次のユーザーは、メタデータ・リポジトリー層がインストールされているローカル
のオペレーティング・システム・ユーザーでなければなりません。 インストール時
に、これらのアカウントの作成を選択できます。
v すべてのインストール済み環境には、データベース管理システム内のメタデー
タ・リポジトリー・データベースのオーナーが必要です。 このアカウントは通
常、xmetaと呼ばれます。
v IBM InfoSphere Information Analyzer インストール済み環境には、データベース
管理システム内の情報分析データベースのオーナーが必要です。 このアカウント
は通常、「iauser」と呼ばれます。
v メタデータ・リポジトリーに IBM DB2 を使用する場合は、次のとおりです。
– DB2 インスタンス・オーナーでなければなりません。 このユーザーは、DB2
データベース管理システムのオーナーです。このユーザーは通常は、Microsoft
Windows インストール済み環境では db2admin と呼ばれ、Linux および UNIX
インストール済み環境では db2inst1 と呼ばれます。db2inst1 ユーザーは非
fenced ユーザーです。
–

Linux

UNIX

fenced ユーザーでなければなりません。 このユーザーは
通常、 db2fenc1 と呼ばれます。

表 5. その他のユーザー
サンプル・ユ
ーザー名
(Windows)

サンプル・ユ
ーザー名
(Linux、UNIX) 説明

xmeta

xmeta

メタデータ・リポジトリー・データベース・オーナー

iauser

iauser

情報分析データベース・オーナー

db2admin

db2inst1

DB2 インスタンス・オーナー (メタデータ・リポジトリ
ー・データベースまたは分析データベースをホストするた
めに DB2 が使用される場合)

N/A

db2fenc1

DB2 fenced ユーザー (メタデータ・リポジトリー・データ
ベースまたは分析データベースをホストするために DB2
が使用される場合)

IBM InfoSphere Information Server コンソールでのユーザーの作
成
IBM InfoSphere Information Server 内部ユーザー・レジストリーが使用されている場
合、セキュリティーの第 1 レベルとしてユーザーを作成できます。 InfoSphere
Information Server にログインする必要があるそれぞれの人に対して、ユーザーを作
成してください。

始める前に
v IBM InfoSphere Information Analyzer または InfoSphere Information Services
Director がインストールされている必要があります。
v アドミニストレーター権限が必要です。

手順
1. IBM InfoSphere Information Server コンソールの「ホーム」ナビゲーター・メニ
ューで、「構成」 > 「ユーザー」を選択します。

84

管理ガイド

2. 「タスク」ペインで「新規ユーザー」をクリックします。
3. 「新規ユーザー」ペインでユーザーに関する情報を指定します。 「ユーザー
名」、「パスワード」、「確認パスワード」、「名」、および「姓」のフィール
ドは必須です。
4. 「スイート」ペインでユーザーの権限を指定します。
5. 「スイート・コンポーネント」ペインで、そのユーザーにスイート・コンポーネ
ント・ロールがあるかどうかを選択します。 ユーザーにアクセスさせる各スイ
ート・コンポーネントごとに少なくとも 1 つのスイート・コンポーネント・ロ
ールを追加する必要があります。 例えば、IBM InfoSphere Information Analyzer
にアクセスするユーザーを作成している場合には、Information Analyzer プロジ
ェクト・アドミニストレーター、データ・アドミニストレーター、またはユーザ
ーのロールを割り当てる必要があります。
6. オプション: 「グループ」ペインで、「参照」をクリックし、グループにユーザ
ーを追加します。
a. 「グループの追加」ウィンドウで、ユーザーを追加するグループを選択しま
す。
b. 「追加」をクリックします。
c. 「OK」をクリックしてウィンドウを閉じます。
7. 「保存」 > 「保存して閉じる」をクリックします。

次のタスク
ユーザーを作成したら、新規または既存のプロジェクトにそのユーザーを追加でき
ます。

IBM InfoSphere Information Server コンソールでのグループの作
成
IBM InfoSphere Information Server 内部ユーザー・レジストリーを使用している場合
は、ユーザーのグループを作成し、そのグループにセキュリティー設定とロールを
割り当てることができます。 グループに属するユーザーはすべて、そのグループに
割り当てられたセキュリティー設定とロールを自動的に継承します。

始める前に
v IBM InfoSphere Information Analyzer または InfoSphere Information Services
Director がインストールされている必要があります。
v アドミニストレーター権限が必要です。

手順
1. IBM InfoSphere Information Server コンソールの「ホーム」ナビゲーター・メニ
ューで、「構成」 > 「グループ」を選択します。
2. 「グループ」ワークスペースの「タスク」ペインで「新規グループ」をクリック
します。
3. グループに関する情報を指定します。 「ID」フィールドと「グループ名」フィ
ールドは必須です。
4. 「スイート」ペインでグループの権限を指定します。
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5. 「スイート・コンポーネント」ペインで、そのグループにスイート・コンポーネ
ント・ロールがあるかどうかを選択します。 そのユーザー・グループがアクセ
スできるようにする各スイート・コンポーネントについて、少なくとも 1 つの
スイート・コンポーネント・ロールを追加する必要があります。 例えば、IBM
InfoSphere Information Analyzer にアクセスするグループを作成している場合に
は、Information Analyzer プロジェクト・アドミニストレーター、データ・アド
ミニストレーター、またはユーザーのロールを割り当てる必要があります。
6. オプション: 「ユーザー」ペインで、「参照」をクリックし、グループにユーザ
ーを追加します。
a. 「ユーザーの追加」ウィンドウで、グループに追加するユーザーを選択しま
す。
b. 「追加」をクリックします。
c. 「OK」をクリックしてウィンドウを閉じます。
7. 「保存」 > 「保存して閉じる」をクリックします。

次のタスク
グループを作成したら、新規または既存のプロジェクトにそのグループを追加でき
ます。

IBM InfoSphere Information Server コンソールでのグループへの
ユーザーの追加
IBM InfoSphere Information Server 内部ユーザー・レジストリーが使用されている場
合、ユーザーをグループに追加して、ユーザー・ロールの割り当ておよび再割り当
てを速やかに行うことができます。

始める前に
IBM InfoSphere Information Analyzer または InfoSphere Information Services Director
がインストールされている必要があります。

手順
1. IBM InfoSphere Information Server コンソールの「ホーム」ナビゲーター・メニ
ューで、「構成」 > 「グループ」を選択します。
2. 「グループ」ワークスペースでグループを選択します。
3. 「タスク」ペインで「開く」をクリックします。
4. 「ユーザー」ペインで「参照」をクリックします。
5. 「ユーザーの追加」ウィンドウで、グループに追加するユーザーを選択します。
6. 「追加」をクリックします。
7. 「OK」をクリックして選択内容を保存し、「ユーザーの追加」ウィンドウを閉
じます。
8. 「保存」 > 「保存して閉じる」をクリックし、割り当てを保存します。
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IBM InfoSphere Information Server Web コンソールでのユーザー
の作成
IBM InfoSphere Information Server 内部ユーザー・レジストリーが使用されている場
合、セキュリティーの第 1 レベルとしてユーザーを作成できます。 InfoSphere
Information Server にログインする必要があるそれぞれの人に対して、ユーザーを作
成してください。

始める前に
スイート・アドミニストレーター権限が必要です。

手順
1. IBM InfoSphere Information Server Web コンソール で、「管理」タブをクリッ
クします。
2. 「ナビゲーション」ペインで、「ユーザーとグループ」 > 「ユーザー」を選択
します。
3. 「ユーザー」ペインで「新規ユーザー」をクリックします。
4. 「新規ユーザーの作成」ペインで、そのユーザーに関する情報を指定します。
5. 「ロール」ペインで、そのユーザーがスイートのアドミニストレーター兼ユーザ
ーであるか、あるいは、スイートの単なるユーザーであるかを指定します。
6. 「スイート・コンポーネント」ペインで、そのユーザーにスイート・コンポーネ
ント・ロールがあるかどうかを選択します。 いずれかの製品モジュールにログ
インするには、ユーザーにスイート・ユーザー・ロールが必要です。 また、ユ
ーザーにアクセスさせるスイート・コンポーネントごとに少なくとも 1 つのス
イート・コンポーネント・ロールを追加する必要があります。 例えば、IBM
InfoSphere Information Analyzer にアクセスするユーザーを作成する場合には、
スイート・ユーザー・ロールを割り当て、さらに Information Analyzer プロジェ
クト・アドミニストレーター、データ・アドミニストレーター、またはユーザー
のロールを割り当てる必要もあります。
7. 「保存して閉じる」をクリックして、メタデータ・リポジトリーにユーザー情報
を保存します。

IBM InfoSphere Information Server Web コンソールでのグループ
の作成
IBM InfoSphere Information Server 内部ユーザー・レジストリーを使用している場合
は、ユーザーのグループを作成し、そのグループにセキュリティー設定とロールを
割り当てることができます。 グループに属するユーザーはすべて、そのグループに
割り当てられたセキュリティー設定とロールを自動的に継承します。

始める前に
スイート・アドミニストレーター権限が必要です。

手順
1. IBM InfoSphere Information Server Web コンソール で、「管理」タブをクリッ
クします。
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2. 「ナビゲーション」ペインで、「ユーザーとグループ」 > 「グループ」を選択
します。
3. 「グループ」ペインで、「新規グループ」をクリックします。
4. 「新規グループの作成」ペインで、そのグループの情報を指定します。
5. オプション: 「ロール」ペインで、そのグループにスイートのアドミニストレー
ター特権とユーザー特権を持たせるか、あるいは、スイートのユーザー特権を持
たせるかを指定します。
6. オプション: 「スイート・コンポーネント」ペインで、そのグループにスイー
ト・コンポーネント・ロールがあるかどうかを選択します。 グループ内のユー
ザーにアクセスさせるスイート・コンポーネントごとに、少なくとも 1 つのス
イート・コンポーネント・ロールを追加する必要があります。 例えば、IBM
InfoSphere Information Analyzer にアクセスするユーザーのグループを作成する
場合には、Information Analyzer プロジェクト・アドミニストレーター、デー
タ・アドミニストレーター、またはユーザーのロールを割り当てる必要がありま
す。
7. グループにユーザーを割り当てます。
a. 「ユーザー」ペインで「参照」をクリックします。
b. 「ユーザーの検索」ウィンドウで、検索フィールドに名前を入力し、「フィ
ルター」をクリックします。すべてのユーザーを表示するには、「フィルタ
ーのクリア」をクリックします。
c. グループに割り当てるユーザーを選択します。
d. 「OK」をクリックして選択を保存し、「ユーザーの検索」ウィンドウを閉じ
ます。
8. 「保存して閉じる」をクリックしてグループを保存します。

IBM InfoSphere Information Server Web コンソールでのグループ
へのユーザーの追加
IBM InfoSphere Information Server 内部ユーザー・レジストリーが使用されている場
合、ユーザーをグループに追加して、ユーザー・ロールの割り当ておよび再割り当
てを速やかに行うことができます。

手順
1. IBM InfoSphere Information Server Web コンソール で、「管理」タブをクリッ
クします。
2. 「ナビゲーション」ペインで、「ユーザーとグループ」 > 「グループ」を選択
します。
3. 「グループ」ペインで、グループを選択し、「グループを開く」をクリックしま
す。
4. 「ユーザー」ペインで「参照」をクリックします。
5. 「ユーザー検索」ウィンドウで、グループに追加するユーザーを検索します。
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オプション

説明

ユーザーを名前で検索するには、次のように
します。

検索フィールドに名前を入力し、「フィルタ
ー」をクリックします。

オプション

説明

すべてのユーザーを表示するには、次のよう
にします。

フィールドにテキストを入力しないで、「フ
ィルターのクリア」をクリックします。

6. グループに割り当てるユーザーを選択します。
7. 「OK」をクリックして選択を保存し、「ユーザーの検索」ウィンドウを閉じま
す。
8. 「保存して閉じる」をクリックして割り当てを保存します。

許可とグループの構成 (Windows Server 2008)
Microsoft Windows 2008 Server 上に IBM InfoSphere Information Server をインスト
ールした後、ユーザーを構成する追加のタスクを実行する必要があります。

このタスクについて
どのタスクを使用するかは、 Microsoft Windows Server 2008 がドメイン・コント
ローラーとして構成されているかどうかによります。
InfoSphere Information Server クライアント (IBM InfoSphere DataStage クライアン
トや IBM InfoSphere Information Server コンソール など) のユーザーが初めて正常
に InfoSphere Information Server サービス層にログインすると、サーバーが
registered-servers.xml ファイルに追加されます。このファイルは、デフォルトで
は C:¥IBM¥InformationServer¥ASBNode¥eclipse¥plugins¥com.ibm.iis.client ディ
レクトリーにあります。
サービス層に初めてログインするときに、クライアント上のオペレーティング・シ
ステム・ユーザーには、registered-servers.xml ファイルを更新できるように、こ
のファイルの書き込み許可が必要です。 ユーザーが必要な許可を持っていなけれ
ば、ログインは失敗します。
システム管理者は、registered-servers.xml ファイルに対するファイル・システム
書き込み許可を削除することによって、あるクライアントからの特定の InfoSphere
Information Server サービス層へのアクセスを制限できます。 アドミニストレータ
ー、または書き込み許可を持っているユーザーは、クライアントのユーザーがアク
セスする各サーバーに、前もってログインできます。 その後、管理者は、定義済み
の registered-servers.xml ファイルをネットワーク内の残りのクライアントに配
布できます。 ファイル・システム書き込み許可を設定または削除するには、 94 ペ
ージの『registered-servers.xml ファイルの書き込み許可の構成』を参照してくださ
い。
許可とグループの構成 (Windows Server 2008):
これらのタスクを完了して、IBM InfoSphere Information Server にアクセスするユー
ザーとグループを構成する必要があります。この構成は、エンジン層コンピュータ
ーに対してのみ必要です。この構成は、エンジン層コンポーネントがインストール
されているオペレーティング・システムのユーザーにのみ該当します。

第 6 章 セキュリティーの管理

89

手順
1. アドミニストレーターとして Microsoft Windows Server 2008 にログインしま
す。
2. グループを作成します。
a. 「スタート」 > 「コントロール パネル」 > 「管理ツール」 > 「コンピュ
ータの管理」をクリックします。
b. 「コンピュータの管理」ウィンドウで、「システム ツール」 > 「ローカル
ユーザーとグループ」 > 「グループ」を展開します。
c. 「アクション」 > 「新規グループ」をクリックします。
d. 「新規グループ」ウィンドウで、グループの名前として「DataStage」と入力
し、「作成」をクリックして「閉じる」をクリックします。
3. ログインするユーザーと DataStage グループを構成します。
a. 「スタート」 > 「コントロール パネル」 > 「管理ツール」 > 「ローカル
セキュリティ ポリシー」をクリックします。
b. 「ローカル セキュリティ設定」ウィンドウで、「ローカル ポリシー」 >
「ユーザー権利の割り当て」を展開して、ポリシーを表示します。
c. 「ローカル セキュリティ」ウィンドウで、「ローカル ログオンを許可す
る」ポリシーをクリックし、「アクション」 > 「プロパティ」をクリックし
ます。
d. 「ローカル ログオンを許可するプロパティ」ウィンドウで、「ユーザーまた
はグループの追加」をクリックします。
e. 「ユーザーまたはグループの選択」ウィンドウで、「場所」をクリックし、
ローカル・コンピューターの名前をクリックして、「OK」をクリックしま
す。
f. 「ユーザーまたはグループの選択」ウィンドウで、「詳細設定」をクリック
し、「今すぐ検索」をクリックします。
g. 検索結果から、「認証されたユーザー(Authenticated Users)」と
「DataStage」をクリックし、「OK」を 3 回クリックして結果を保存し、
「ローカル セキュリティ」ウィンドウに戻ります。
h. 「ローカル セキュリティ」ウィンドウで、「バッチ ジョブとしてログオ
ン」ポリシーをクリックし、「アクション」 > 「プロパティ」をクリックし
ます。
i. 「バッチ ジョブとしてログオン」ウィンドウで、「ユーザーまたはグループ
の追加」をクリックします。
j. 「ユーザーまたはグループの選択」ウィンドウで、「場所」をクリックし、ロ
ーカル・コンピューターの名前をクリックして、「OK」をクリックします。
k. 「ユーザーまたはグループの選択」ウィンドウで、「詳細設定」をクリック
し、「今すぐ検索」をクリックします。
l. 検索結果から、「DataStage」をクリックし、「OK」を 3 回クリックして結
果を保存し、「ローカル セキュリティ」ウィンドウに戻ります。
m. 「ローカル セキュリティ ポリシー」ウィンドウを閉じます。
4. グループにユーザーを追加します。
a. 「コンピュータの管理」ウィンドウから、「グループ」をクリックします。
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b. ユーザーを追加するグループの名前をクリックします (DataStage)。
c. 「アクション」 > 「グループに追加」をクリックします。
d. 「ユーザー プロパティ」ウィンドウで、「追加」をクリックします。
e. 「ユーザーまたはグループの選択」ウィンドウで、「場所」をクリックしま
す。
f. ローカル・コンピューターの名前をクリックし、「OK」をクリックします。
g. 「ユーザーの選択」ウィンドウで、「詳細設定」をクリックします。
h. 開いたウィンドウで、「今すぐ検索」をクリックします。
i. グループに含めるユーザーの名前をクリックし、「OK」をクリックします。
少なくとも、認証されたユーザーはすべて含めます。
j. 「OK」を 3 回クリックし、「コンピュータの管理」ウィンドウに戻りま
す。
k. 「コンピュータの管理」ウィンドウを閉じます。
5. 次に示すフォルダーの許可を設定します。
v C:¥IBM¥InformationServer¥Server
v C:¥Program Files¥MKS Toolkit¥fifos
v C:¥Windows¥%TEMP%
v C:¥tmp
リストされたフォルダーごとに、次の手順で行います。
a. フォルダーを選択して、「ファイル」 > 「プロパティ」をクリックします。
b. 「プロパティ」ウィンドウで、「セキュリティ」タブをクリックし、「編
集」をクリックします。
c. 「許可」ウィンドウで、「追加」をクリックします。
d. 「ユーザーまたはグループの選択」ウィンドウで、「場所」をクリックしま
す。
e. ローカル・コンピューターの名前をクリックして、「OK」をクリックしま
す。
f. 「ユーザーまたはグループの選択」ウィンドウで、「詳細設定」をクリック
します。
g. 開いたウィンドウで、「今すぐ検索」をクリックします。
h. 許可を設定するグループの名前をクリックします (DataStage)。
i. 「OK」を 2 回クリックします。
j. アクセス許可リストから、「変更」、「読み取りと実行」、「フォルダーの内
容の一覧表示」、「読み取り」、および「書き込み」の許可を選択します。
「OK」をクリックします。
k. 変更の確認を求めるメッセージが表示されたら、「変更をこのフォルダ、サ
ブフォルダおよびファイルに適用する」をクリックします。
許可とグループの構成 (Windows Server 2008 ドメイン・コントローラー):
Microsoft Windows Server 2008 がドメイン・コントローラーの場合は、以下のタス
クを完了して、 IBM InfoSphere Information Server にアクセスするようにユーザー
とグループを構成する必要があります。この構成は、エンジン層コンピューターに
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のみ必要であり、エンジン層コンポーネントがインストールされているオペレーテ
ィング・システムのユーザーにのみ該当します。
手順
ステップ 3 と 2 で作成したグループには組み込みの認証済みユーザー・グループ
を追加できないため、ステップ 3 と 2 をスキップして、認証済みユーザー・グル
ープを直接使用することも考えられます。
1. アドミニストレーターとして Microsoft Windows Server 2008 にログインしま
す。
2. グループを作成します。
a. 「スタート」 > 「コントロール パネル」 > 「管理ツール」 > 「Active
Directory とコンピュータ」をクリックします。
b. 「Active Directory とコンピュータ」ウィンドウで、現行ドメインの「ユーザ
ー」をクリックします。
c. 開いたウィンドウで、「アクション」 > 「新規グループ」をクリックしま
す。
d. 「新規グループ」ウィンドウで、グループの名前として「DataStage」と入力
します。
e. 「グループのスコープ」を「グローバル」に、「グループ・タイプ」を「セ
キュリティ」のままにしておきます。
f. 「OK」をクリックします。
3. ローカル・ユーザーと DataStage グループがログインできるようにサーバーを構
成します。
a. 「スタート」 > 「コントロール パネル」 > 「管理ツール」 > 「ドメイン
セキュリティ ポリシー」をクリックします。
b. 「ドメイン セキュリティ ポリシー」ウィンドウで、「ローカル ポリシー」
> 「ユーザー権利の割り当て」を展開して、ポリシーを表示します。
c. 「ドメイン セキュリティ」ウィンドウで、「ローカル ログオンを許可す
る」ポリシーをクリックし、「アクション」 > 「プロパティ」をクリックし
ます。
d. 「ローカル ログオンを許可するプロパティ」ウィンドウで、「ユーザーまた
はグループの追加」をクリックします。
e. 「参照」をクリックします。
f. 「ユーザー、コンピュータ、またはグループの選択」ウィンドウで、「詳細
設定」をクリックし、「今すぐ検索」をクリックします。
g. 検索結果から、「認証されたユーザー(Authenticated Users)」と
「DataStage」をクリックします。その後、「OK」を 3 回クリックして「ド
メイン セキュリティ ポリシー」ウィンドウに戻ります。
h. 「ドメイン セキュリティ」ウィンドウで、「バッチ ジョブとしてログオ
ン」ポリシーをクリックし、「アクション」 > 「プロパティ」をクリックし
ます。
i. 「バッチ ジョブとしてログオン」ウィンドウで、「ユーザーまたはグループ
の追加」をクリックします。
j. 「参照」をクリックします。

92

管理ガイド

k. 「ユーザー、コンピュータ、またはグループの選択」ウィンドウで、「詳細
設定」をクリックし、「今すぐ検索」をクリックします。
l. 検索結果から、「DataStage」をクリックし、「OK」を 3 回クリックして
「ドメイン セキュリティ ポリシー」ウィンドウに戻ります。
m. 「ドメイン セキュリティ ポリシー」ウィンドウを閉じます。
4. グループにユーザーを追加します。
a. 「現行ドメイン内のユーザー」ウィンドウで、ユーザーを追加する先のグル
ープの名前をクリックして (DataStage)、「OK」をクリックします。 認証さ
れたユーザーは選択可能ではありません。
b. 「アクション」 > 「プロパティ」をクリックします。
c. 「プロパティ」ウィンドウで、「メンバー」タブをクリックし、「追加」を
クリックします。
d. 開いたウィンドウで、「詳細設定」をクリックし、「今すぐ検索」をクリッ
クします。
e. グループに追加するユーザーの名前をクリックし、「OK」をクリックしま
す。 認証されたユーザーは選択可能ではありません。
f. 「OK」を 2 回クリックして結果を保存し、「Active Directory とコンピュー
タ」ウィンドウに戻ります。
g. 「Active Directory とコンピュータ」ウィンドウを閉じます。
5. 次に示すフォルダーの許可を設定します。
v C:¥IBM¥InformationServer¥Server
v C:¥Program Files¥MKS Toolkit¥fifos
v C:¥Windows¥%TEMP%
v C:¥tmp
リストされたフォルダーごとに、次の手順で行います。
a. フォルダーを選択して、「ファイル」 > 「プロパティ」をクリックします。
b. 「プロパティ」ウィンドウで、「セキュリティ」タブをクリックし、「編
集」をクリックします。
c. 「許可」ウィンドウで、「追加」をクリックします。
d. 「ユーザー、コンピュータ、またはグループの選択」ウィンドウで、「場
所」をクリックします。
e. 開いたウィンドウで、「詳細設定」をクリックし、「今すぐ検索」をクリッ
クします。
f. 許可を設定するグループの名前をクリックします (DataStage)。
g. 「OK」を 2 回クリックします。
h. アクセス許可リストから、「変更」、「読み取りと実行」、「フォルダーの
内容の一覧表示」、「読み取り」、および「書き込み」の許可を選択しま
す。 「OK」をクリックします。
i. 変更の確認を求めるメッセージが表示されたら、「変更をこのフォルダ、サブ
フォルダおよびファイルに適用する」をクリックして、確認します。
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registered-servers.xml ファイルの書き込み許可の構成:
指定されたサービス層が指定されたクライアント・システムから初めてアクセスさ
れるときに、オペレーティング・システムに現在ログインしているユーザーには、
クライアント・システムのホスト名とポートをアプリケーションがファイルに追加
できるように、registered-servers.xml ファイルへの書き込み許可が必要です。
この情報が追加されると、クライアント・システムでのその後のユーザーおよび
InfoSphere Information Server アプリケーションによるログインでは、ファイルに対
する読み取りアクセスのみが必要です。
このタスクについて
InfoSphere Information Server クライアント・アプリケーションは、サービス層に初
めてログインするときに、サービス層のホスト名とポートをローカルの
registered-servers.xml ファイルに追加します。このファイルには、その後のクラ
イアントのログインの選択項目として表示されるサービス層のリストが含まれてい
ます。
デフォルトでは、アドミニストレーターには、registered-servers.xml ファイルへ
の書き込みアクセス権があります。また、アプリケーションがこのファイルにアク
セスするためには、Users グループに書き込みアクセス権を追加する必要がありま
す。
手順
Users グループにファイルへの書き込みアクセス権を与えるには、次の手順で行いま
す。
v Windows XP
1. Microsoft Windows エクスプローラで、registered-servers.xml ファイルを
見つけます。 デフォルトでは、このファイルは次のディレクトリーにありま
す。
C:¥IBM¥InformationServer¥ASBNode¥eclipse¥plugins¥com.ibm.iis.client
2. ファイルを右クリックして「プロパティ」を選択します。
3. 「プロパティ」ウィンドウで、「セキュリティ」タブをクリックします。
4. 「追加」をクリックします。
5. 「ユーザーまたはグループの選択」ウィンドウで、「場所」をクリックしま
す。
6. ローカル・コンピューターの名前を選択して、「OK」をクリックします。
7. 「ユーザーまたはグループの選択」ウィンドウで、「詳細設定」をクリック
します。
8. 「今すぐ検索」をクリックして Users グループを選択します。
9. 「OK」を 2 回クリックします。
10. Users グループが選択されている状態で、「書き込み」アクセス権の「許
可」をクリックし、「OK」をクリックします。
11. 変更の確認を求めるメッセージが表示されたら、「変更をこのフォルダ、サ
ブフォルダおよびファイルに適用する」をクリックして、確認します。
v Windows 2008 および Windows 7
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1. Microsoft Windows エクスプローラで、registered-servers.xml ファイルを
見つけます。 デフォルトでは、このファイルは次のディレクトリーにありま
す。
C:¥IBM¥InformationServer¥ASBNode¥eclipse¥plugins¥com.ibm.iis.client
2. ファイルを右クリックして「プロパティ」を選択します。
3. 「プロパティ」ウィンドウで、「セキュリティ」タブをクリックします。
4. 「編集」をクリックします。
5. 「許可」ウィンドウで、「追加」をクリックします。
6. 「選択」ウィンドウで、「場所」をクリックします。
7. ローカル・コンピューターの名前を選択して、「OK」をクリックします。
8. 「選択」ウィンドウで、「詳細設定」をクリックします。
9. 「今すぐ検索」をクリックして Users グループを選択します。
10. 「OK」を 2 回クリックします。
11. Users グループが選択されている状態で、「書き込み」アクセス権の「許
可」をクリックし、「OK」をクリックします。
12. 変更の確認を求めるメッセージが表示されたら、「変更をこのフォルダ、サ
ブフォルダおよびファイルに適用する」をクリックして、確認します。

ユーザー・ロールの割り当て
IBM InfoSphere Information Server は、ロール・ベースのアクセス制御をサポートし
ます。 ユーザー・ロールによって、ユーザーが使用できる機能を判別します。 一
部のスイート・コンポーネントでは、ユーザー・ロールによって、ユーザーがアク
セスできるプロジェクトの判別も行います。
ユーザー・ロールは、互いに重なるいくつかのレベルで定義できます。ユーザーに
は、InfoSphere Information Server でのロール (スイート・ロール)、スイート・コン
ポーネントでのロール (例えば、IBM InfoSphere Information Analyzer や IBM
InfoSphere FastTrack)、および所定のプロジェクトで作業するのに必要な許可 (プロ
ジェクト・ロール) の組み合わせから権限が派生されます。

スイート
スイート・レベルのロールは、InfoSphere Information Server の一部にユーザーがア
クセスするのに必要な基本的なロールです。スイート・ユーザーでないユーザー
は、InfoSphere Information Server で認証できません。 InfoSphere Information Server
ユーザーにはすべて、スイート・ユーザー・ロールが必要です。 スイート・ユーザ
ーは、管理タスクを実行するためにスイート・アドミニストレーター・ロールを持
つこともできます。 スイート・アドミニストレーター・ロールを持つユーザーに
は、そのユーザー名にスイート・ユーザー・ロールも割り当てられている必要があ
ります。
共通のメタデータ・コンポーネント・ロールも、スイート・レベルのロールです。
このロールには、メタデータ・リポジトリー内のメタデータに対する特定の権限が
あります。
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コンポーネント
コンポーネント・レベルのロールは、特定の製品モジュールの機能へのアクセスを
提供します。 ユーザーは、製品モジュールのユーザーまたはアドミニストレーター
であることができます。 例えば、InfoSphere Information Analyzer ユーザーである
と同時に IBM InfoSphere DataStage アドミニストレーターであることができます。

プロジェクト
プロジェクト・レベルのロールは、製品モジュール内で、および製品モジュールに
よって定義されます。 例えば、IBM InfoSphere Information Server コンソール の情
報分析プロジェクトで、そのプロジェクトの Information Analyzer データ・スチュ
ワード・ロールをユーザーに割り当てることができます。

ユーザー・ロールの割り当て
通常は、InfoSphere Information Server アドミニストレーターがスイート・レベルの
ロールとコンポーネント・レベルのロールを割り当てます。 このロールは両方と
も、IBM InfoSphere Information Server コンソール または IBM InfoSphere
Information Server Web コンソール を使用して割り当てられます。 InfoSphere
Information Server コンソールは、IBM InfoSphere Information Analyzer および
InfoSphere Information Services Director で使用できます。 InfoSphere Information
Server Web コンソールは、SuiteUser ロールを持つすべての InfoSphere Information
Server ユーザーが使用できます。
セキュリティー・ロールが構成された後、各製品モジュールのアドミニストレータ
ーがさらに、IBM InfoSphere Information Server コンソール または IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage アドミニストレーター クライアントにプロジェクト・レ
ベルのロールを定義します。 特定のプロジェクト・レベルのロールのアクションを
実行するには、ユーザーに、スイート・レベルのアクセス権限と、プロジェクトを
所有する製品モジュールへのアクセス権限も必要です。 例えば、ユーザーが
InfoSphere DataStage を開発するには、スイート・ユーザーのロールおよびコンポー
ネント・レベルの InfoSphere DataStage のロールと、InfoSphere DataStage 開発者プ
ロジェクト・ロールが割り当てられている必要があります。

セキュリティー・ロールの概要
IBM InfoSphere Information Server は、ロール・ベースのアクセス制御をサポートし
ます。 ユーザーには、InfoSphere Information Server でのユーザーのロール (スイー
ト・ロール)、IBM InfoSphere Information Analyzer などのスイート・コンポーネン
トでのユーザーのロール (スイート・コンポーネント・ロール)、および使用するプ
ロジェクト (プロジェクト・ロール) の和集合から権限が派生されます。
セキュリティー構成は、2 レベルのアドミニストレーターによって実行されます。
InfoSphere Information Server アドミニストレーター
このアドミニストレーターが、ユーザーに対するスイート・ロールとスイー
ト・コンポーネント・ロールの割り当てを担当します。 これらのロールに
よって、ユーザーがアクセスできるスイート・コンポーネントと、ユーザー
がこれらのスイート・コンポーネントに対してコンポーネント・アドミニス
トレーター・アクセスまたはコンポーネント・ユーザー・アクセスを持つか
どうかが決まります。 InfoSphere Information Server アドミニストレーター
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は、InfoSphere Information Analyzer、IBM InfoSphere DataStage、および
IBM InfoSphere QualityStage ユーザーの証明情報マッピングの構成を行うこ
ともできます。 InfoSphere Information Server アドミニストレーターには、
そのユーザー名に少なくともスイート・アドミニストレーター・ロールとス
イート・ユーザー・ロールが必要です。 インストール時に、初期のインス
トール・タスクを実行し、ユーザー・レジストリーを構成するために、デフ
ォルトの InfoSphere Information Server アドミニストレーターが作成されま
す。 デフォルトの IBM WebSphere Application Server アドミニストレータ
ーは、IBM WebSphere Application Server を再始動するときに、InfoSphere
Information Server アドミニストレーターとして常に自動的に構成されま
す。
InfoSphere Information Server スイート・コンポーネント・アドミニストレーター
このアドミニストレーターが、InfoSphere Information Server アドミニスト
レーターによって構成されたユーザーへのコンポーネント・プロジェクト・
ロールの割り当てを担当します。これらの割り当ては、スイート・コンポー
ネントの中で構成されます。 例えば、InfoSphere Information Server コンポ
ーネント・アドミニストレーターは、Information Analyzer Business Analyst
ロールを、コンソールの情報分析画面でユーザーに割り当てることができま
す。 InfoSphere DataStage プロジェクトの場合、このロール割り当ては
InfoSphere DataStage アドミニストレーター・クライアントで構成されま
す。 InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニストレーターは、IBM
InfoSphere Information Server Web コンソール を使用して証明情報マッピ
ングを構成することもできます。

スイート・ロール
スイート・ユーザー
ユーザーに InfoSphere Information Server およびスイート・コンポーネント
への一般的なアクセス権限を付与する場合に選択します。InfoSphere
Information Server またはいずれかのスイート・コンポーネントで認証する
には、ユーザーにこのロールが必要です。
スイート・アドミニストレーター
ユーザーに InfoSphere Information Server 管理特権を付与する場合に選択し
ます。スイート・アドミニストレーター・ロールには追加の許可が含まれて
いますが、認証のためにスイート・ユーザー・ロールもユーザーに割り当て
る必要があります。
共通メタデータ・ロールは、スイート・ロールでもあります。 107 ページの
『InfoSphere Metadata Asset Manager と共通メタデータ・ロール』 を参照してくだ
さい。
共通のデータ・ルール・ロール:
データ・ルール・ロールをユーザーに割り当てることができます。
スイート・コンポーネント・ロール
ルール・アドミニストレーター
データ・ルールおよびルール・セットにアクセスして実行できるユーザーを
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セットアップおよび管理して、他のユーザーがプロジェクトのデータ・ルー
ルおよびルール・セットを見つけて実行できるようにします。
ルール作成者
データ・ルール定義およびルール・セット定義を作成できる機能を提供しま
す。
ルール・マネージャー
データ・ルールとルール・セットの作成および編成を管理します。 このロ
ールで、データ・ルール定義、ルール・セット定義、およびメトリックを作
成でき、さらにデータ・ルール、ルール・セット、およびメトリックを実行
できるユーザーを管理します。
ルール・ユーザー
データ・ルールとルール・セットを実行できる機能を提供します。
InfoSphere Data Click ロール:
IBM InfoSphere Data Click を使用するためのロールは IBM InfoSphere Information
Server アドミニストレーターがセットアップします。ユーザーが InfoSphere Data
Click を使用するには、InfoSphere Data Click 作成者または InfoSphere Data Click
ユーザーのロールに加えて、InfoSphere Information Server スイート・ロールも必要
です。
InfoSphere Data Click ロール
ユーザーが InfoSphere Data Click を使用するには、InfoSphere Data Click 作成者ま
たは InfoSphere Data Click ユーザーのロールに加えて、InfoSphere Information
Server スイート・ロールも必要です。Data Click 作成者ロールは、エンタープライ
ズ・アーキテクトがデータ移動フローを作成できるようにします。Data Click ユー
ザーはそれらのフローを実行できます。これにより、ユーザーがターゲット資産に
移動できるデータを制御します。Data Click ユーザーは、Data Click 作成者が指定
したデータ・ソースから資産を選択し、作成者によって定義されたポリシーに基づ
いてそのようなデータのセットを移動できるユーザーです。
Data Click 作成者
Data Click 作成者ロールは、エンタープライズ・アーキテクトがデータ移動
フローを作成できるようにします。Data Click ユーザーはそれらのフローを
実行できます。これにより、ユーザーがターゲット資産に移動できるデータ
を制御します。
Data Click ユーザー
Data Click ユーザーは、Data Click 作成者が指定したデータ・ソースから資
産を選択し、作成者によって定義されたポリシーに基づいてそのようなデー
タのセットを移動できるユーザーです。
InfoSphere Data Click をセットアップする InfoSphere Information Server アドミ
ニストレーターに必要なスイート・ロール
InfoSphere Information Server アドミニストレーターは、InfoSphere Data Click 作成
者およびユーザーを作成し、InfoSphere Information Server Web コンソールの「管
理」タブでロールを割り当てます。アドミニストレーターには、以下のロールが必
要です。
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スイート・アドミニストレーター
アドミニストレーターは、InfoSphere Data Click ユーザーを作成し、それら
のユーザーに InfoSphere Data Click を使用するために必要なロールを付与
するために、このロールが必要です。
DataStage and QualityStage アドミニストレーター
アドミニストレーターは、以下を実行する必要がある場合、このロールが必
要です。
v InfoSphere Data Click のワークロード・マネージャー設定を変更する。
v InfoSphere Data Click 作成者に DataStage 開発者ロールを割り当てる。
v InfoSphere Data Click ユーザーに DataStage オペレーター・ロールを割り
当てる。
v InfoSphere Data Click ジョブ・テンプレートを InfoSphere DataStage プロ
ジェクトにインポートする。
InfoSphere Data Click 作成者に必要なスイート・ロール
作成者は、InfoSphere Data Click を使用するために以下の追加のロールが必要で
す。
スイート・ユーザー
作成者は、InfoSphere Data Click でアクティビティーを作成および実行する
ためには、このロールが必要です。
DataStage and QualityStage ユーザー
作成者は、InfoSphere Data Click アクティビティーを実行するために
DataStage and QualityStage ユーザー・ロールが必要です。
共通メタデータ・インポーター
作成者は、InfoSphere Metadata Asset Manager を使用してメタデータをメタ
データ・リポジトリーにインポートする必要がある場合、このロールが必要
です。
InfoSphere Data Click ユーザーに必要なスイート・ロール
ユーザーは、InfoSphere Data Click を使用するために以下の追加のロールが必要で
す。
スイート・ユーザー
ユーザーは、InfoSphere Data Click でアクティビティーを実行するために
は、このロールが必要です。
DataStage and QualityStage ユーザー
ユーザーは、InfoSphere Data Click でアクティビティーを実行するためにこ
のロールが必要です。
共通メタデータ・ユーザー
ユーザーは、メタデータ・リポジトリー内にある資産を参照、検索、および
検査する必要がある場合、このロールが必要です。
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InfoSphere DataStage ロール
InfoSphere Data Click の機能を使用するために、これらの InfoSphere DataStage ロ
ールが追加で必要になることがあります。
DataStage 開発者
InfoSphere Data Click 作成者は、処理する予定の InfoSphere DataStage プロ
ジェクトのためにこのロールが必要です。このロールによって、処理で必要
になる可能性がある DataStage プロジェクトのすべての領域に対する全アク
セス権限が付与されます。このロールによって、IBM InfoSphere DataStage
and QualityStage Operations Console で DataStage ジョブを表示および管理
することも許可されます。このロールをユーザーに割り当てる際は、
DirectoryCommand ツールを使用できます。
DataStage オペレーター
InfoSphere Data Click ユーザーは、InfoSphere Data Click で処理する
InfoSphere DataStage プロジェクトのためにこのロールが必要です。このロ
ールによって、DataStage ジョブの実行と管理が許可されます。このロール
によって、IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Operations Console
で DataStage ジョブを表示および管理することも許可されます。このロール
をユーザーに割り当てる際は、DirectoryCommand ツールを使用できます。
InfoSphere Data Quality Console のロール:
IBM InfoSphere Information Server アドミニストレーターは、スイート・コンポーネ
ント・ロールをIBM InfoSphere Data Quality Consoleのユーザーに割り当てることで
ユーザー権限を定義します。ユーザー・ロールにより、ユーザーが実行できるタス
クと、data quality consoleの各ページでユーザーに表示される内容が決定されます。
IBM InfoSphere Information Server コンソール または IBM InfoSphere Information
Server Web コンソール で、スイート・コンポーネント・ロールを割り当てること
ができます。
スイート・コンポーネント・ロール
アドミニストレーター
アドミニストレーターは、確実に例外情報が収集され、data quality console
に表示されるようにします。また、アクティビティー・ログも管理します。
レビュー・マネージャー
レビュー・マネージャーは、data quality consoleのすべての例外記述子を追
跡し、例外記述子をレビューアーに割り当てます。
レビューアー
レビューアーは、自身に割り当てられた例外記述子に関連した例外を追跡し
ます。
ビジネス・スチュワード
ビジネス・スチュワードは、例外を表示して、ビジネス・エンティティー
(実装されたデータ・リソースなど) のデータ品質を追跡します。
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InfoSphere DataStage および InfoSphere QualityStage ロール:
IBM InfoSphere DataStage および IBM InfoSphere QualityStage の場合、アドミニス
トレーターは、スイート・コンポーネント・ロールとプロジェクト・ロールを
InfoSphere DataStage および InfoSphere QualityStage ユーザーに割り当てることによ
って、さらにユーザー権限を定義できます。
コンソールまたは Web コンソールの中で、スイート・コンポーネント・ロールを
割り当てることができます。 プロジェクト・ロールは、IBM InfoSphere DataStage
アドミニストレーター・クライアントの「許可」ページでのみ割り当てることがで
きます。
スイート・コンポーネント・ロール
DataStage and QualityStage アドミニストレーター
以下のタスクを実行できます。
v InfoSphere DataStage アドミニストレーター・クライアントの InfoSphere
DataStage スイート・ユーザーへのプロジェクト・ロールの割り当て
v アドミニストレーター・クライアントを使用した、プロジェクトの作成、
削除、および構成
v プロジェクトをプロテクトとしてマーク付け
v プロテクトされたプロジェクトのプロテクト解除
v サーバー・エンジン・コマンドの発行
v デザイナー・クライアントを使用した、ジョブなどのオブジェクトの作成
および編集
v ディレクター・クライアントを使用した、ジョブの実行およびスケジュー
ル
v ジョブ・ログ・メッセージ全体の表示
v プロテクトされたプロジェクトへのオブジェクトのインポート
v InfoSphere Data Click のワークロード・マネージャー (WLM) 設定の変更
このロールでは、プロテクトされたプロジェクト内のジョブなどのオブジェ
クトは編集できません。
DataStage and QualityStage ユーザー
InfoSphere DataStage および InfoSphere QualityStage にアクセスできます。
さらに、このロールは、InfoSphere DataStage アドミニストレーター・クラ
イアントに表示されるユーザーとグループのリストをフィルタリングするた
めに使用されます。 IBM InfoSphere Information Server ユーザーがこのロ
ールを持っていない場合、そのユーザーはどの InfoSphere DataStage または
InfoSphere QualityStage 製品モジュールにもアクセスできません。これはそ
のユーザー名に InfoSphere DataStage または InfoSphere QualityStage プロ
ジェクト・ロールが割り当てられていても同じです。
プロジェクト・ロール
DataStage 開発者
以下のタスクを実行できます。

第 6 章 セキュリティーの管理

101

v デザイナー・クライアントを使用した、ジョブなどのオブジェクトの作成
および編集
v ディレクター・クライアントを使用した、ジョブの実行およびスケジュー
ル
v ジョブ・ログ・メッセージ全体の表示
このロールでは、アドミニストレーター・クライアントを使用して、プロジ
ェクト NLS 設定の変更およびプロジェクト・プロパティーの変更 (プロテ
クトなし/プロテクト解除) などの限られたタスクを実行することもできま
す。
このロールでは、プロテクトされたプロジェクト内のジョブなどのオブジェ
クトを編集できません。プロジェクトを作成、削除、または構成できません
(限られた構成タスクは実行できます)。既存のプロジェクトをプロテクトと
マーク付けすることはできません。プロテクトされたプロジェクトをプロテ
クト解除できません。プロジェクト・ロールをアドミニストレーター・クラ
イアントの InfoSphere DataStage スイート・ユーザーに割り当てることはで
きません。また、オブジェクトをプロテクトされたプロジェクトにインポー
トできません。
DataStage 製品マネージャー
以下のタスクを実行できます。
v 既存のプロジェクトをプロテクトとしてマーク付け
v プロテクトされたプロジェクトのプロテクト解除
v デザイナー・クライアントを使用した、ジョブなどのオブジェクトの作成
および編集
v ディレクター・クライアントを使用した、ジョブの実行およびスケジュー
ル
v ジョブ・ログ・メッセージ全体の表示
v プロテクトされたプロジェクトへのオブジェクトのインポート
また、このロールでは、InfoSphere DataStage アドミニストレーター・クラ
イアントを使用して、プロジェクト NLS 設定の変更、サーバー・エンジ
ン・コマンドの発行、およびプロジェクト・プロパティーの変更などの限ら
れたタスクを実行することもできます。
このロールでは、プロテクトされたプロジェクト内のジョブなどのオブジェ
クトを編集できません。 さらに、このロールは、プロジェクトを作成、削
除、または構成できず (限られた構成タスクは実行できます)、プロジェク
ト・ロールをアドミニストレーター・クライアントの InfoSphere DataStage
スイート・ユーザーに割り当てることもできません。
DataStage オペレーター
以下のタスクを実行できます。
v ディレクター・クライアントを使用した、ジョブの実行およびスケジュー
ル
v ジョブ・ログ・メッセージ全体の表示 (InfoSphere DataStage アドミニス
トレーターによって、1 行目のみ読み取りが設定されている場合を除く)
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このロールでは、アドミニストレーター・クライアントを使用して、プロジ
ェクト NLS 設定の変更およびプロジェクト・プロパティーの変更 (プロテ
クトなし/プロテクト解除) などの限られたタスクを実行することもできま
す。
DataStage スーパー・オペレーター
以下のタスクを実行できます。
v ディレクター・クライアントを使用した、ジョブの実行およびスケジュー
ル
v ジョブ・ログ・メッセージ全体の表示
v デザイナー・クライアントを使用した、ジョブの表示およびオブジェクト
の表示
このロールでは、アドミニストレーター・クライアントを使用して、プロジ
ェクト NLS 設定の変更およびプロジェクト・プロパティーの変更 (プロテ
クトなし/プロテクト解除) などの限られたタスクを実行することもできま
す。
このロールでは、デザイナー・クライアントを使用して、ジョブなどのオブ
ジェクトを作成および編集できません。プロテクトされたプロジェクト内の
ジョブまたはその他のオブジェクトを編集できません。プロジェクトを作
成、削除、または構成できません。既存のプロジェクトをプロテクトとマー
ク付けすることはできません。プロテクトされたプロジェクトをプロテクト
解除できません。プロジェクト・ロールをアドミニストレーター・クライア
ントの InfoSphere DataStage スイート・ユーザーに割り当てることはできま
せん。オブジェクトをプロテクトされたプロジェクトにインポートできませ
ん。
DataStage and QualityStage® オペレーション・ビューアー
このロールを持つユーザーは、IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
Operations Console でジョブ実行、サービス、システム・リソース、および
ワークロード管理キューに関する情報を表示できます。
詳しくは、IBM InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニストレーター・クラ
イアント・ガイド を参照してください。
InfoSphere FastTrack ロール:
IBM InfoSphere FastTrack の場合、アドミニストレーターは、スイート・コンポー
ネント・ロールを InfoSphere FastTrack ユーザーに割り当てることによって、さら
にユーザー権限を定義できます。
スイート・コンポーネント・ロール
FastTrack プロジェクト・アドミニストレーター
InfoSphere FastTrack プロジェクト・アドミニストレーターは、プロジェク
トの作成と管理、およびユーザーとグループのプロジェクトに対するアクセ
スの管理を行うことができます。
FastTrack ユーザー
InfoSphere FastTrack ユーザーは、InfoSphere FastTrack 機能を使用すること
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ができます。マッピング仕様の作成、管理、および表示の機能を使用するに
は、その前に、ユーザーは、プロジェクトに対して許可されている必要があ
ります。
InfoSphere Information Analyzer ロール:
IBM InfoSphere Information Server は、ユーザーのロール・ベースの認証をサポート
します。IBM InfoSphere Information Server Web コンソールでは、アドミニストレ
ーターがユーザーおよびグループを追加できます。IBM InfoSphere Information
Server コンソールでは、プロジェクト・アドミニストレーターがユーザーおよびグ
ループをプロジェクトに割り当て、それらのユーザーおよびグループにロールを割
り当てることができます。
ユーザーは InfoSphere Information Server におけるロール (スイート・ロール)、ス
イート・コンポーネント (例えば、IBM InfoSphere Information Analyzer または
IBM InfoSphere FastTrack) におけるロール、および割り当てられたプロジェクトで
実行するロール (プロジェクト・ロール) の組み合わせから権限を取得します。アド
ミニストレーターは、以下のタスクを実行することによって、セキュリティー・ポ
リシーを作成します。
v スイートにアクセスする必要のある各個人のユーザー ID を作成する。
v 各ユーザーにスイート・ロールおよびスイート・コンポーネント・ロールを割り
当てる。
v スイート・コンポーネント内の特定のプロジェクトに各ユーザーを割り当てる。
v 各ユーザーにそのプロジェクト内でのロールを割り当てる。
ロールは相互に補完し合うので、複数のロールを割り当てることによって、大きな
権限をユーザーに付与することができます。
スイート・ロール
スイート・アドミニストレーター
スイート全体にわたる最大の管理特権が与えられます。
スイート・ユーザー
スイートおよびスイート・コンポーネントへのアクセス権限が与えられま
す。スイート・アドミニストレーターのロールは割り当てられていても、ス
イート・ユーザーのロールは割り当てられていないユーザーは、いずれのス
イート・ツールまたはコンポーネント・ツールにもログオンできません。こ
のロールがデフォルトのロールです。
スイート・コンポーネント・ロール
Information Analyzer データ・アドミニストレーター
メタデータのインポート、分析設定の変更、およびシステム・ソースの追加
または変更ができます。
Information Analyzer プロジェクト・アドミニストレーター
情報分析プロジェクトの作成、削除、変更など、プロジェクトの管理を行う
ことができます。
Information Analyzer ユーザー
InfoSphere Information Analyzer へのログオン、ダッシュボードの表示、お
よびプロジェクトを開くことができます。
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FastTrack アドミニストレーター
プロジェクトの作成と管理、およびプロジェクトへのユーザーおよびグルー
プのアクセスの管理を行うことができます。
FastTrack ユーザー
IBM InfoSphere FastTrack の機能を使用できます。ユーザーが、マッピング
仕様を作成、管理、および表示するための機能を使用するには、事前にプロ
ジェクトに対する許可が必要です。
プロジェクト・ロール
Information Analyzer ビジネス・アナリスト
分析結果を検討します。 このロールはベースライン分析向けにベースライ
ンとチェックポイントを設定し、分析結果の公開と削除、分析ジョブの結果
の表示ができます。
Information Analyzer データ・オペレーター
データ分析とログを管理します。 このロールは、すべての分析ジョブを実
行およびスケジュールできます。
Information Analyzer データ・スチュワード
分析結果の読み取り専用ビューを提供します。 このロールは、すべての分
析ジョブの結果を表示することもできます。
Information Analyzer ドリルダウン・ユーザー
ソース・データを詳しく調べます。このロールは、「ドリルダウン・セキュ
リティーを使用可能にする」が選択されている場合に適用できます。
Information Governance Catalog ロール:
IBM InfoSphere Information Governance Catalog セキュリティー・ロールにより、タ
スクを実行するためのさまざまなレベルの権限がユーザーに与えられます。セキュ
リティー・ロールによって、ユーザーがアクセスできるカタログの内容のタイプ
や、ユーザーがカタログに対して実行できる変更の種類が決まります。IBM
InfoSphere Information Server スイート・アドミニストレーターが、ユーザーにセキ
ュリティー・ロールを割り当てます。
セキュリティー・ロールは、IBM InfoSphere Information Server Web コンソールか
ら割り当てます。
ユーザー・インターフェースのエレメントは、インターフェースによって提供され
るタスクの実行を許可されるユーザーに表示されます。例えば、Information
Governance Catalog Glossary アドミニストレーターのみがユーザー・インターフェ
ースに「管理」タブを表示できます。
以下のセキュリティー・ロールについて詳細に説明します。
Information Governance Catalog Glossary 基本ユーザー
106 ページの『Information Governance Catalog ユーザー』
Information Governance Catalog Glossary 作成者
Information Governance Catalog Glossary アドミニストレーター
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107 ページの『Information Governance Catalog 情報資産作成者』
107 ページの『Information Governance Catalog 情報資産アドミニストレーター』
107 ページの『Information Governance Catalog 情報資産割り当て者』
Information Governance Catalog Glossary 基本ユーザー
Information Governance Catalog Glossary 基本ユーザー・ロールを持つユーザーは、
グロッサリー内の用語、カテゴリー、およびスチュワードを表示できます。しか
し、それ以外のタイプのカタログ資産に関する情報は使用できません。Information
Governance Catalog Glossary 基本ユーザー・ロールを持つユーザーは、情報ガバナ
ンス・ポリシーおよび情報ガバナンス・ルールを表示できません。
他のタイプの資産へのアクセスを除外することで、用語およびカテゴリーのその他
の資産に対する関係を知る必要がないユーザーには、不要な情報が表示されませ
ん。例えば、Information Governance Catalog Glossary 基本ユーザー・ロールを持つ
ユーザーが用語詳細を表示しても、用語に割り当てられている資産は表示されませ
ん。さらに、このロールを持つユーザーが資産を検索するときは、用語およびカテ
ゴリーの検索のみが可能で、その他の種類の資産は検索できません。最後に、その
他のユーザー・ロールで使用可能なビューの一部は使用できません。例えば、
Information Governance Catalog Glossary 基本ユーザーは、データ・ソース・ツリー
を表示したり、ビジネス・リネージュ・レポートを実行することはできません。
Information Governance Catalog Glossary 基本ユーザーをワークフロー・ロールに割
り当てることはできません。
Information Governance Catalog Glossary 基本ユーザー・ロールは、グロッサリー資
産に対する特権が最も少ないロールです。
Information Governance Catalog ユーザー
Information Governance Catalog ユーザー・ロールを持つユーザーは、用語および情
報ガバナンス・ルールに割り当てられている資産の詳細情報を含め、グロッサリー
内の用語、カテゴリー、情報ガバナンス・ポリシー、情報ガバナンス・ルール、お
よびスチュワードを表示できます。
ワークフローが使用可能な場合、Information Governance Catalog ユーザーのセキュ
リティー・ロールを持つユーザーには、レビューアーまたは承認者のワークフロ
ー・ロールを割り当てることができます。
Information Governance Catalog Glossary 作成者
Information Governance Catalog Glossary 作成者ロールを持つユーザーは、グロッサ
リー資産を作成および編集できます。このロールは、たいてい、スチュワードとし
て割り当てられることになるユーザーに割り当てられます。
ワークフローが使用可能な場合、Information Governance Catalog Glossary 作成者の
セキュリティー・ロールを持つユーザーには、編集者、レビューアー、承認者、ま
たはパブリッシャーのワークフロー・ロールを割り当てることができます。
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Information Governance Catalog Glossary アドミニストレーター
Information Governance Catalog Glossary アドミニストレーター・ロールは、特権が
最も多いロールです。Information Governance Catalog Glossary アドミニストレータ
ー・ロールを持つユーザーは、他のユーザーが必要な情報を検索して分析できるよ
うに、グロッサリーをセットアップおよび管理できます。ほとんどの管理用タスク
は「管理」タブからアクセスできます。
Information Governance Catalog 情報資産作成者
このセキュリティー・ロールを持つユーザーは、照会を処理したり、情報資産を参
照および検索したり、情報資産への割り当てを行ったり、リネージュ・レポートを
実行したりできます。
Information Governance Catalog 情報資産アドミニストレーター
Information Governance Catalog 情報資産アドミニストレーターのユーザーは、エン
タープライズ・メタデータ、およびカタログにインポートされるメタデータについ
て十分に理解している必要があります。アドミニストレーターはまた、ジョブで使
用されるメタデータについても十分に理解している必要があります。
Information Governance Catalog 情報資産割り当て者
Information Governance Catalog 情報資産割り当て者は、InfoSphere Information
Server スイート内の他の製品のユーザー用にデザインされたセキュリティー・ロー
ルです。これらの製品の中には、InfoSphere Information Governance Catalog にログ
インしなくともユーザーが別の製品から直接グロッサリーの内容と対話できるよう
にする機能が組み込まれているものがあります。そのような製品のユーザーに
Information Governance Catalog 情報資産割り当て者ロールが割り当てられている場
合、そのユーザーは別の製品のインターフェース内から資産を用語に割り当てるこ
とができます。例えば、IBM InfoSphere Information Analyzer のユーザーは、資産を
用語とカテゴリーに割り当てることができます。別の例として、このセキュリティ
ー・ロールを持つユーザーは、IBM InfoSphere Information Governance Catalog for
Eclipse で作業できます。
資産の割り当てが可能なことに加え、Information Governance Catalog 情報資産割り
当て者ロールを持つユーザーは、InfoSphere Information Governance Catalog に直接
アクセスできる場合、Information Governance Catalog ユーザー・ロールを持つユー
ザーと同じタスクも実行できます。
Information Governance Catalog 情報資産割り当て者にワークフロー・ロールを割り
当てることはできません。
InfoSphere Metadata Asset Manager と共通メタデータ・ロール:
InfoSphere Metadata Asset Manager を使用するには、共通メタデータ・ユーザー、
共通メタデータ・インポーター、または共通メタデータ・アドミニストレーターの
ロールを持っていなければなりません。istool コマンド・ラインを使用して共通メタ
データをインポートまたは削除するには、共通メタデータ・アドミニストレーター
のロールが必要です。

第 6 章 セキュリティーの管理

107

スイート・アドミニストレーターは、InfoSphere Information Server Web コンソール
の「管理」タブで、次のロールを割り当てることができます。
共通メタデータ・ユーザー
このユーザーは、「リポジトリー管理」タブにアクセスして、メタデータ・
リポジトリー内の資産の参照、検索、および検査を行うことができます。
共通メタデータ・インポーター
このユーザーは、「インポート」タブで、以下のタスクを行うことができま
す。
v インポート領域の作成
v ステージング領域へのメタデータのインポート
v 分析、プレビュー、再インポート、およびメタデータ・リポジトリーへの
インポートの共有を含めた、このユーザーが作成するインポート済みステ
ージの操作
v ユーザー自身が作成したインポート領域に限った表示、処理、削除
v データ接続の作成および編集
「リポジトリー管理」タブで、このユーザーは、メタデータ・リポジトリー
内の資産の参照、検索、および検査を行うことができます。
共通メタデータ・アドミニストレーター
このユーザーは、「管理」タブで、以下のタスクを行うことができます。
v インポート・ポリシーの指定
v メタデータ交換サーバーの構成
「インポート」タブで、このユーザーは、共通メタデータ・インポーターの
すべての特権を持っています。さらに、このユーザーは、どのユーザーが作
成したインポート領域も表示、操作、および削除を行うことができます。
このユーザーは、「リポジトリー管理」タブで、以下のタスクを行うことが
できます。
v データベースおよびデータベース・スキーマのエクスポート
v 資産のマージと削除
v データ接続の削除
v 実装関係の設定
v メタデータ・リポジトリー内の資産の参照、検索、および検査
v 注釈の編集と削除
v 選択した資産の詳細説明、簡略説明、およびスチュワードの各フィールド
の編集
共通メタデータ・アドミニストレーターは、istool コマンド・ラインを使用
して、共通 metadata.u2 をインポートしたり、削除したりすることもできま
す。
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InfoSphere Information Services Director ロール:
IBM InfoSphere Information Services Director の場合、アドミニストレーターは、ス
イート・コンポーネント・ロールとプロジェクト・ロールを InfoSphere Information
Services Director ユーザーに割り当てることによって、さらにユーザー権限を定義で
きます。
スイート・コンポーネント・ロール
Information Services Director アドミニストレーター
すべての InfoSphere Information Services Director 機能にアクセスできま
す。
Information Services Director コンシューマー
セキュアにされたサービスを起動する能力を提供します。
Information Services Director オペレーター
InfoSphere Information Services Director 実行時機能にアクセスできます。
オペレーターは、プロバイダーの追加および削除と、デプロイされたアプリ
ケーション、サービス、およびオペレーションのランタイム・パラメーター
の構成ができます。さらに、オペレーターは、デザイン時ビューからアプリ
ケーションをデプロイすることができます。
Information Services Director ユーザー
ランタイム環境でアプリケーションのリストを表示する権限を提供します。
このユーザーは、デプロイされたアプリケーション、サービス、オペレーシ
ョン、およびプロバイダーを参照できます。
プロジェクト・ロール
Information Services Director デザイナー
Information Services Director デザイナー・ロールでは、ユーザーはデザイン
時に許可されたプロジェクトにのみアクセスできます。 ISD デザイナー
は、デザイン時のプロジェクト・レベルで以下を実行できます。
v プロジェクトの詳細とプロジェクトのリストの表示
v アプリケーションのリストの表示
v アプリケーションの更新
v アプリケーションのエクスポート
v 既存のアプリケーションへのサービスのインポート
v サービスの表示、追加、または削除
実行時に、Information Services Director デザイナーは、アプリケーション・
リストを表示できます。
Information Services Director プロジェクト・アドミニストレーター
アプリケーションの作成と削除、プロジェクトへのユーザーとグループの追
加と削除、およびプロジェクト・プロパティーの編集の権限を提供します。
オペレーショナル・メタデータのロール:
オペレーショナル・メタデータのコンポーネント・ロールをユーザーに割り当てる
ことができます。
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スイート・コンポーネント・ロール
オペレーショナル・メタデータ・アドミニストレーター
オペレーショナル・メタデータをリポジトリーにインポートできます。 こ
のロールをスイート・ユーザーに割り当て、runimporter.cfg ファイルを編
集して、そのユーザーのユーザー名とパスワードを含めることができます。
runimporter ファイルを実行するとき、このファイルはこれらの証明情報を
使用して、ユーザーがオペレーショナル・メタデータをリポジトリーにイン
ポートすることを許可します。
オペレーショナル・メタデータ・アナリスト
Web コンソールの「レポート作成」タブで、オペレーショナル・メタデー
タについてのレポートの作成と実行ができます。
オペレーショナル・メタデータ・ユーザー
オペレーショナル・メタデータについてのレポートを表示できます。

IBM InfoSphere Information Server コンソールでのセキュリティ
ー・ロールの割り当て
セキュアなプロジェクト環境を作成するには、ユーザー認証とロール識別に基づい
てセキュリティー・ポリシーを定義できます。ユーザーの権限は、個別のロールと
グループ・ロールを合わせて導出されます。

始める前に
InfoSphere Information Server コンソールを使用するには、IBM InfoSphere
Information Analyzer または InfoSphere Information Services Director がインストー
ルされている必要があります。

このタスクについて
InfoSphere Information Server コンソールによって、ユーザーがスイートで実行でき
るロールを指定できます。 さらに、ユーザーがアクセス権限を持つスイート・コン
ポーネントと、それらのスイート・コンポーネントでのユーザーのロールを定義で
きます。
IBM InfoSphere Information Server コンソールでのユーザーへのセキュリティ
ー・ロールの割り当て:
すべてのユーザーが、IBM InfoSphere Information Server のコンポーネントと機能に
アクセスするための許可を必要とします。 1 つのユーザーに、スイートおよびスイ
ート・コンポーネントの 1 つ以上のロールを割り当てることができます。
始める前に
スイート・アドミニストレーター権限が必要です。
このタスクについて
ユーザーに割り当てられたロールを変更しても、そのユーザーの現行アクティブ・
セッションは影響を受けません。 新しいロールの割り当ては、そのユーザーが次に
ログインしたときに初めて使用可能になります。 セッション管理を使用して、ユー
ザーのセッションを切断し、強制的に再度ログインさせることができます。

110

管理ガイド

手順
1. 「ホーム」ナビゲーター・メニューで「構成」 > 「ユーザー」を選択します。
2. 「ユーザー」ワークスペースでユーザーを選択します。
3. 「タスク」ペインで「ロールの割り当て」をクリックします。
4. 「ロール」ペインで、ユーザーに割り当てるスイート・ロールを選択します。
5. 「スイート・コンポーネント」ペインで、ユーザーに割り当てる 1 つ以上のス
イート・コンポーネント・ロールを選択します。
6. 「保存」 > 「保存して閉じる」をクリックし、メタデータ・リポジトリーに許
可を保存します。
次のタスク
IBM InfoSphere DataStage and IBM InfoSphere Information Analyzer などの特定のス
イート・コンポーネントでは、クライアントまたはプロジェクトにも追加のユーザ
ー・ロールを割り当てる必要があります。
IBM InfoSphere Information Server コンソールでのグループへのセキュリティ
ー・ロールの割り当て:
1 つのユーザー・グループに、スイートおよびスイート・コンポーネントの 1 つ以
上のロールを割り当てることができます。
始める前に
スイート・アドミニストレーター権限が必要です。
このタスクについて
グループに割り当てられたロールを変更しても、そのグループ内のユーザーの現行
アクティブ・セッションは影響を受けません。新しいロールの割り当ては、そのユ
ーザーが次にログインしたときに初めて使用可能になります。 セッション管理を使
用して、ユーザーのセッションを切断し、強制的に再度ログインさせることができ
ます。
手順
1. 「ホーム」ナビゲーター・メニューで「構成」 > 「グループ」を選択します。
2. 「グループ」ワークスペースでグループを選択します。
3. 「タスク」ペインで「ロールの割り当て」をクリックします。
4. 「ロール」ペインで、グループに割り当てるスイート・ロールを選択します。
5. 「スイート・コンポーネント」ペインで、グループに割り当てる 1 つ以上のス
イート・コンポーネント・ロールを選択します。
6. 「保存」 > 「保存して閉じる」をクリックし、メタデータ・リポジトリーに許
可を保存します。
ユーザーまたはグループに割り当てられたロールの表示:
IBM InfoSphere Information Server コンソールで、ユーザーまたはグループに割り当
てられたスイート・ロールとスイート・コンポーネント・ロールを表示できます。
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アドミニストレーターがユーザーまたはグループにプロジェクト・ロールを割り当
てていれば、プロジェクト・ロールも表示できます。
始める前に
スイート・アドミニストレーター権限が必要です。
手順
1. 「ホーム」ナビゲーター・メニューで、「構成」 > 「ユーザー」を選択する
か、「構成」 > 「グループ」を選択します。
2. ユーザーまたはグループを選択し、「開く」をクリックします。
3. 「ロール」ペインで、割り当てられたスイート、スイート・コンポーネント、ま
たは割り当てられたプロジェクト・ロールのリストを表示します。 プロジェク
ト・ロールは、IBM InfoSphere DataStage のプロジェクトのコンテキストで、ま
たは IBM InfoSphere Information Server コンソールで割り当てられます。

ユーザーのプロジェクトへの割り当てとロールの割り当て
プロジェクトの作成時に、そのプロジェクトにアクセスできるユーザーを指定でき
ます。 また、そのプロジェクトで実行可能なアクションも指定できます。

このタスクについて
ユーザーをプロジェクトに追加し、ロールを割り当てるには、いろいろなツールを
使用します。 使用するツールは、使用している製品モジュールによって異なりま
す。
v IBM InfoSphere Information Analyzer および IBM InfoSphere Information Services
Director の場合、この手順で説明するように、IBM InfoSphere Information Server
コンソールを使用します。
v IBM InfoSphere DataStage および IBM InfoSphere QualityStage の場合、IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニストレーターを使用します。
「IBM InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニストレーター・クライアン
ト・ガイド」を参照してください。
v IBM InfoSphere FastTrack の場合、IBM InfoSphere FastTrack コンソールを使用し
ます。 IBM InfoSphere FastTrack チュートリアルを参照してください。

手順
1. IBM InfoSphere Information Server コンソールで、ユーザーとロールを割り当て
るプロジェクトを開きます。
2. IBM InfoSphere Information Server コンソールの「概要」ナビゲーター・メニュ
ーで「プロジェクト・プロパティー」を選択します。
3. 「プロジェクト・プロパティー」ワークスペースで「ユーザー」タブを選択しま
す。
4. 「ユーザー」ペインで、「参照」をクリックし、プロジェクトにユーザーを追加
します。
5. 「ユーザーの追加」ウィンドウで、プロジェクトに追加するユーザーを選択して
「追加」をクリックし、「OK」をクリックします。
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6. 「プロジェクト・ロール」ペインで、選択したユーザーに割り当てるプロジェク
ト・ロールを選択します。 1 人のユーザーに対して、プロジェクトで 1 つ以上
のロールを割り当てることができます。
7. 「すべて保存」をクリックします。

グループのプロジェクトへの割り当てとロールの指定
プロジェクトの作成時に、そのプロジェクトにアクセスできるグループを指定でき
ます。 また、そのプロジェクトで実行可能なアクションも指定できます。

このタスクについて
プロジェクトにグループを割り当てて、ロールを選択するには、いろいろなツール
を使用します。 使用するツールは、使用している製品モジュールによって異なりま
す。
v IBM InfoSphere Information Analyzer および IBM InfoSphere Information Services
Director の場合、この手順で説明するように、IBM InfoSphere Information Server
コンソールを使用します。
v IBM InfoSphere DataStage および IBM InfoSphere QualityStage の場合、IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニストレーターを使用します。
「IBM InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニストレーター・クライアン
ト・ガイド」を参照してください。
v IBM InfoSphere FastTrack の場合、IBM InfoSphere FastTrack コンソールを使用し
ます。 IBM InfoSphere FastTrack チュートリアルを参照してください。

手順
1. IBM InfoSphere Information Server コンソールで、グループを割り当てるプロジ
ェクトを開きます。
2. IBM InfoSphere Information Server コンソールの「概要」ナビゲーター・メニュ
ーで「プロジェクト・プロパティー」を選択します。
3. 「プロジェクト・プロパティー」ワークスペースで「グループ」タブを選択しま
す。
4. 「グループ」ペインで、「参照」をクリックし、プロジェクトにグループを追加
します。
5. 「グループの追加」ウィンドウで、プロジェクトに追加するグループを選択して
「追加」をクリックし、「OK」をクリックします。
6. 「プロジェクト・ロール」ペインで、選択したグループに割り当てるロールを選
択します。 1 つのグループに対して、プロジェクトで 1 つ以上のロールを割り
当てることができます。
7. 「すべて保存」をクリックします。

IBM InfoSphere Information Server Web コンソールでのセキュリ
ティー・ロールの割り当て
セキュアなプロジェクト環境を作成するために、ユーザー認証とロールをベースと
したセキュリティー・ポリシーを定義します。 ユーザーの権限は、個別のロールと
グループ・ロールを合わせて導出されます。
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このタスクについて
IBM InfoSphere Information Server Web コンソールにおいて、ユーザーがスイート
で実行できるロールを指定できます。さらに、ユーザーがアクセス権限を持つスイ
ート・コンポーネントと、それらのスイート・コンポーネントでのユーザーのロー
ルを定義できます。
IBM InfoSphere Information Server Web コンソールでのユーザーへのセキュリテ
ィー・ロールの割り当て:
すべてのユーザーは、IBM InfoSphere Information Server のコンポーネントと機能に
アクセスするには、許可が必要です。 1 つのユーザーに、スイートおよびスイー
ト・コンポーネントの 1 つ以上のロールを割り当てることができます。
始める前に
スイート・アドミニストレーター権限が必要です。
このタスクについて
ユーザーに割り当てられたロールを変更しても、そのユーザーの現行アクティブ・
セッションは影響を受けません。 新しいロールの割り当ては、そのユーザーが次に
ログインしたときに初めて使用可能になります。 セッション管理を使用して、ユー
ザーのセッションを切断し、強制的に再度ログインさせることができます。
手順
1. IBM InfoSphere Information Server Web コンソール で、「管理」タブをクリッ
クします。
2. 「ナビゲーション」ペインで、「ユーザーとグループ」 > 「ユーザー」を選択
します。
3. 「ユーザー」ペインで、ユーザーを選択し「ユーザーを開く」をクリックしま
す。
注: 複数のユーザーにロールを一度に割り当てるには、「複数ユーザーへのロー
ルの追加」をクリックします。
4. 「ロール」ペインで、ユーザーに割り当てるスイート・ロールを選択します。
5. 「スイート・コンポーネント」ペインで、ユーザーに割り当てる 1 つ以上のス
イート・コンポーネント・ロールを選択します。
6. 「保存して閉じる」をクリックして、メタデータ・リポジトリーに許可を保存し
ます。
次のタスク
IBM InfoSphere DataStage and IBM InfoSphere Information Analyzer などの特定のス
イート・コンポーネントでは、クライアントまたはプロジェクトにも追加のユーザ
ー・ロールを割り当てる必要があります。
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IBM InfoSphere Information Server Web コンソールでのグループへのセキュリテ
ィー・ロールの割り当て:
1 つのユーザー・グループに、スイートおよびスイート・コンポーネントの 1 つ以
上のロールを割り当てることができます。
始める前に
スイート・アドミニストレーター権限が必要です。
このタスクについて
グループに割り当てられたロールを変更しても、そのグループ内のユーザーの現行
アクティブ・セッションは影響を受けません。新しいロールの割り当ては、そのユ
ーザーが次にログインしたときに初めて使用可能になります。 セッション管理を使
用して、ユーザーのセッションを切断し、強制的に再度ログインさせることができ
ます。
手順
1. IBM InfoSphere Information Server Web コンソール で、「管理」タブをクリッ
クします。
2. 「ナビゲーション」ペインで、「ユーザーとグループ」 > 「グループ」を選択
します。
3. 「ユーザー」ペインで、グループを選択し、「グループを開く」をクリックしま
す。
注: 複数のグループにロールを一度に割り当てるには、「複数グループへのロー
ルの追加」をクリックします。
4. 「ロール」ペインで、グループに割り当てるスイート・ロールを選択します。
5. 「スイート・コンポーネント」ペインで、グループに割り当てる 1 つ以上のス
イート・コンポーネント・ロールを選択します。
6. 「保存して閉じる」をクリックして、メタデータ・リポジトリーに許可を保存し
ます。
次のタスク
IBM InfoSphere DataStage や IBM InfoSphere Information Analyzer などの特定のス
イート・コンポーネントでは、クライアントまたはプロジェクトに追加のグルー
プ・ロールを割り当てる必要もあります。
ユーザーまたはグループに割り当てられたロールの表示:
ユーザーまたはグループに割り当てられるスイートおよびスイート・コンポーネン
トのロールを表示できます。 アドミニストレーターがユーザーまたはグループにプ
ロジェクト・ロールを割り当てていれば、プロジェクト・ロールも表示できます。
始める前に
スイート・アドミニストレーター権限が必要です。
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手順
1. IBM InfoSphere Information Server Web コンソール で、「管理」タブをクリッ
クします。
2. 「ナビゲーション」ペインで、
v 「ユーザーとグループ」 > 「ユーザー」を選択します。
v または、「ユーザーとグループ」 > 「グループ」を選択します。
3. ユーザーもしくはグループを選択します。
4. 「ユーザーを開く」または「グループを開く」をクリックします。
5. 「ロール」ペインに、割り当て済みのスイート・ロール、スイート・コンポーネ
ント・ロール、またはプロジェクト・ロールのリストが表示されます。 プロジ
ェクト・ロールは、IBM InfoSphere DataStage のプロジェクトのコンテキストか
または IBM InfoSphere Information Server コンソールで割り当てられます。

エンジンのセキュリティーの構成
IBM InfoSphere Information Server エンジンは、他の InfoSphere Information Server
コンポーネントとは別にユーザー認証を行います。使用しているユーザー・レジス
トリー構成に応じて、InfoSphere Information Server ユーザー・レジストリーと、エ
ンジンがインストールされているコンピューター上のローカルのオペレーティン
グ・システム・ユーザー・レジストリーの間で証明情報をマッピングする必要があ
る場合もあります。
IBM InfoSphere DataStage、IBM InfoSphere QualityStage、および IBM InfoSphere
Information Analyzer などの InfoSphere Information Server 製品モジュールは、エン
ジンへのアクセスを必要とし、エンジン証明情報が構成されている必要がありま
す。
InfoSphere Information Server エンジンには、エンジンにアクセスする必要のある
InfoSphere Information Server ユーザーごとに有効なユーザー証明情報が必要です。
ユーザー証明情報は、ユーザー・レジストリーに保管されます。
InfoSphere Information Server エンジンが、外部 LDAP レジストリーなど、
InfoSphere Information Server が使用するユーザー・レジストリーを共有できる場合
は、InfoSphere Information Server とエンジンの両方のユーザー証明情報は、このユ
ーザー・レジストリーから引き出すことができます。ユーザー・レジストリーを共
有できない場合は、InfoSphere Information Server が使用するユーザー・レジストリ
ーの中の証明情報と、エンジンがインストールされているコンピューター上のロー
カルのオペレーティング・システム・ユーザー・レジストリーに存在する有効なユ
ーザー証明情報との間に、マッピングを作成します。
エンジン・セキュリティーの構成はオプションです。デフォルトでは、インストー
ル・プログラムは、InfoSphere Information Server の内部ユーザー・レジストリーを
使用し、InfoSphere Information Server ユーザー (デフォルトでは isadmin) とエン
ジン・アドミニストレーター・ユーザー (デフォルトでは dstage グループ内の
dsadm) の間の証明情報マッピングを既に作成しています。エンジンを使用するに
は、1 人のユーザーのみが必要です。InfoSphere Information Server ユーザーがエン
ジンの機能にアクセスできるようにする場合、それらのユーザーにさまざまな
DataStage ロールを割り当てることができます。
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サービス層とエンジンが同じコンピューターにインストールされている場合、これ
らはローカルのオペレーティング・システム・ユーザー・レジストリーを共有でき
ます。別個のコンピューターにインストールされている場合は、Lightweight
Directory Access Protocol (LDAP) や Windows Active Directory ユーザー・レジスト
リーといった、外部のユーザー・レジストリーを共有できます。サービス層とエン
ジンは、InfoSphere Information Server 内部ユーザー・レジストリーを共有できませ
ん。
複数の InfoSphere Information Server エンジンがあるインストール済み環境の場合
は、InfoSphere Information Server エンジンごとに認証方式を選択します。

共有ユーザー・レジストリーの概要
外部ユーザー・レジストリーを使用するように IBM InfoSphere Information Server
を構成すると、InfoSphere Information Server と InfoSphere Information Server エン
ジンとの間でユーザー・レジストリーを共有できる場合があります。
ユーザー・レジストリーを共有することで、アプリケーション・サーバー、
InfoSphere Information Server、および InfoSphere Information Server エンジンが同じ
ユーザー名、パスワード、およびグループ定義にアクセスできます。ユーザー・レ
ジストリーを共有すると、エンジンに対する認証は、InfoSphere Information Server
での認証にユーザーが使用するのと同じ証明情報 (ユーザー ID とパスワード) を使
用して、プロンプトを出さずに行われます。このモードでは、証明情報マッピング
は必要ありません。
ユーザー・レジストリーは、次のどのシナリオでも共有できます。
v エンジン層とサービス層が同じコンピューター上にインストールされ、InfoSphere
Information Server はローカルのオペレーティング・システム・ユーザー・レジス
トリーを使用するように構成されている。この場合にはローカルのオペレーティ
ング・システム・ユーザー・レジストリーを共有できます。
注: WebSphere Application Server クラスタリングが含まれたインストール済み環
境では、ローカルのオペレーティング・システム・ユーザー・レジストリーの共
有はサポートされません。
v

v

v

Linux

UNIX

エンジン層とサービス層が両方とも、同じ Lightweight
Directory Access Protocol (LDAP) ユーザー・レジストリーを認証に使用する。こ
のシナリオではエンジンに Pluggable Authentication Module (PAM) を構成する必
要があります。
Windows

エンジン層とサービス層が別個のコンピューターにインストールされ
ているが、両方が同じ Microsoft Windows Active Directory ユーザー・レジスト
リー (これは LDAP ユーザー・レジストリーです) を認証に使用する。
Windows

エンジン層とサービス層が別個のコンピューターにインストールされ
ているが、両方のコンピューターが同じドメイン内にある。この構成はパフォー
マンスの問題が生じる可能性があり、お勧めしません。
注: この構成は、WebSphere Application Server クラスタリングが含まれたインス
トール済み環境ではサポートされません。
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エンジン層とサービス層がユーザー・レジストリーを共有できない場合は、
InfoSphere Information Server が使用しているユーザー・レジストリー内の証明情報
と、エンジンがインストールされているコンピューター上のローカルのオペレーテ
ィング・システム・ユーザー・レジストリーに存在する有効なユーザー証明情報と
の間のマッピングを作成する必要があります。
エンジン層は、InfoSphere Information Server 内部ユーザー・レジストリーを使用で
きません。 内部ユーザー・レジストリーを使用するように InfoSphere Information
Server が構成されている場合は、証明情報マッピングを構成する必要があります。
次の図は、エンジン層とサービス層が同じコンピューター上にインストールされた
構成を示します。両方がローカルのオペレーティング・システム・ユーザー・レジ
ストリーを共有します。具体的には、InfoSphere Information Server エンジンは、ロ
ーカルのオペレーティング・システム・ユーザー・レジストリーを使用するように
構成されています。InfoSphere Information Server は、WebSphere Application Server
ユーザー・レジストリーを使用して、同じオペレーティング・システム・ユーザ
ー・レジストリーにアクセスするように構成されています。

IBM Information Server クライアント

コンソール、Web コンソール、InfoSphere DataStage and QualityStage
デザイナー、InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニストレーター、
InfoSphere DataStage and QualityStage ディレクター

サービス、エンジン、およびメタデータ・リポジトリーコンピューター
IBM InfoSphere Information
Server ディレクトリー・サービス

メタデータ・
リポジトリー

IBM InfoSphere
Information Server
ユーザー・レジストリー
セキュリティー・ロール
ユーザー
メール・アドレス


WebSphere Application
Server ユーザー・レジストリー

IBM InfoSphere Information
Server エンジン

ローカルのオペレーティング・
システム・ユーザー・レジストリー
ユーザー
パスワード
グループ

図 19. 共有のローカルのオペレーティング・システム・ユーザー・レジストリーを使用するアーキテクチャーの例

次の図は、エンジン層とサービス層が別個の UNIX コンピューター上にインストー
ルされた構成を示します。両方が共通の LDAP ユーザー・レジストリーを共有しま
す。特に、InfoSphere Information Server エンジンは、LDAP ユーザー・レジストリ
ーを使用するように構成されています。 InfoSphere Information Server は、
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WebSphere Application Server ユーザー・レジストリーを使用して、LDAP ユーザ
ー・レジストリーにアクセスするように構成されています。 エンジンと LDAP ユ
ーザー・レジストリーとの間のインターフェースを使用できるように、エンジン層
コンピューターに Pluggable Authentication Module (PAM) が構成されています。

IBM Information Server クライアント

コンソール、Web コンソール、InfoSphere DataStage and QualityStage
デザイナー、InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニストレーター、
InfoSphere DataStage and QualityStage ディレクター

エンジンコンピューター

IBM InfoSphere Information
Server エンジン

Pluggable Authentication
Module (PAM)

サービスおよびメタデータ・リポジトリーコンピューター
IBM InfoSphere Information
Server ディレクトリー・サービス

メタデータ・
リポジトリー

WebSphere Application
Server ユーザー・レジストリー

IBM InfoSphere Information Server
ユーザー・レジストリー

ユーザー・レジストリー
LDAP
ユーザー
パスワード
グループ

セキュリティー・ロール
ユーザー
メール・アドレス


図 20. 共有 LDAP ユーザー・レジストリーを使用するアーキテクチャーの例
Windows

ユーザー・レジストリーを共有した後、引き続きエンジン層オペレーテ
ィング・システム・ユーザーに、必要な許可を付与する必要があります。許可とグ
ループの構成 を参照してください。

証明情報マッピングの概要
IBM InfoSphere Information Server および InfoSphere Information Server エンジンが
ユーザー・レジストリーを共有しない場合、InfoSphere Information Server が使用す
るユーザー・レジストリーの中の証明情報と、エンジン層コンピューター上のロー
カルのオペレーティング・システム・ユーザー・レジストリーに存在するユーザー
証明情報との間に、マッピングを作成します。
以下のシナリオでは、証明情報のマッピングを使用します。
v InfoSphere Information Server は、内部ユーザー・レジストリーを使用するように
構成されている。 InfoSphere Information Server エンジンは、内部ユーザー・レ
ジストリーを使用できません。
v InfoSphere Information Server が LDAP を使用するように構成されているが、
(PAM を介して) LDAP を使用するようにエンジンを構成できない。
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v

v

Linux

UNIX

サービス層とエンジン層が別個のコンピューターにインスト
ールされている。これらはユーザー・レジストリーを共有できません。
Windows

サービス層とエンジン層が、別個のコンピューターにインストールさ
れている。 これらのコンピューターが同じドメイン上にありません。

インストール・プログラムは、InfoSphere Information Server のアドミニストレータ
ー・ユーザー (デフォルトでは isadmin) とエンジン・アドミニストレーター・ユー
ザー名 (デフォルトでは dsadm) の間のユーザー・マッピングを自動的に作成しま
す。これが、使用する唯一のマッピングである場合は、新たな証明情報のマッピン
グは不要です。しかし、他のユーザーにエンジンへのアクセス権を割り当てる場合
は、InfoSphere Information Server ユーザーは、他のユーザー名に必要なロールを付
与し、エンジン・ユーザー名との証明情報マッピングを設定する必要があります。
証明情報マッピングはメタデータ・リポジトリー内の内部ユーザー・レジストリー
に保管されます。セキュリティー強化のために、パスワードは強力に暗号化されま
す。
各 InfoSphere Information Server ユーザーが厳密に 1 つのエンジン・ユーザーに関
連付けられるように、個々のユーザー・マッピングを作成できます。また、デフォ
ルトのユーザー・マッピングを作成することもできるため、個別の証明情報マッピ
ングを持っていない InfoSphere Information Server ユーザーはすべて、共有ユーザ
ー名を使用してエンジンにアクセスできるようになります。
次の図では、エンジン層とサービス層は、同じコンピューターにインストールされ
ています。しかし、InfoSphere Information Server は、内部ユーザー・レジストリー
を使用するように構成されています。 エンジン層コンピューターはこのユーザー・
レジストリーを使用できないため、証明情報のマッピングは、内部ユーザー・レジ
ストリーとローカルのオペレーティング・システム・ユーザー・レジストリーとの
間で構成されています。
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IBM Information Server クライアント

コンソール、Web コンソール、InfoSphere DataStage and QualityStage
デザイナー、InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニストレーター、
InfoSphere DataStage and QualityStage ディレクター

サービス、エンジン、およびメタデータ・リポジトリーコンピューター
IBM InfoSphere Information
Server ディレクトリー・サービス

メタデータ・
リポジトリー


マッピング

WebSphere Application
Server ユーザー・レジストリー

IBM InfoSphere Information Server
ユーザー・レジストリー

:
ユーザー
ユーザー
パスワード
メール・アドレス
グループ

セキュリティー・ロール

IBM InfoSphere Information
Server エンジン

ローカルのオペレーティング・
システム・ユーザー・レジストリー
ユーザー
パスワード
グループ

図 21. 内部ユーザー・レジストリーが使用されているアーキテクチャーの例。証明情報のマッピングが構成されていま
す。

次の図では、エンジン層とサービス層は、別個のコンピューターにインストールさ
れています。InfoSphere Information Server は、ローカルのオペレーティング・シス
テム・ユーザー・レジストリーを使用するように構成されています。 エンジン層コ
ンピューターはこのユーザー・レジストリーを共有できないため、証明情報のマッ
ピングは、サービス層コンピューター上のローカルのオペレーティング・システ
ム・ユーザー・レジストリーと、エンジン層コンピューター上のローカルのオペレ
ーティング・システム・ユーザー・レジストリーとの間で構成されています。
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IBM Information Server クライアント

コンソール、Web コンソール、InfoSphere DataStage and QualityStage
デザイナー、InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニストレーター、
InfoSphere DataStage and QualityStage ディレクター

エンジンコンピューター
IBM InfoSphere Information
Server エンジン

ローカルのオペレーティング・
システム・ユーザー・レジストリー
ユーザー
パスワード
グループ

サービス、メタデータ・リポジトリーコンピューター
IBM InfoSphere Information
Server ディレクトリー・サービス

メタデータ・
リポジトリー

IBM InfoSphere
Information Server
ユーザー・レジストリー
セキュリティー・ロール
ユーザー
メール・アドレス


WebSphere Application
Server ユーザー・レジストリー

ローカルのオペレーティング・
システム・ユーザー・レジストリー
ユーザー
パスワード
グループ


マッピング

図 22. サービス層コンピューターとエンジン層コンピューターが別個であるアーキテクチャーの例。証明情報のマッピ
ングが構成されています。

ユーザー・レジストリーを共有することを InfoSphere Information
Server に指示
共有ユーザー・レジストリーを構成したら、IBM InfoSphere Information Server Web
コンソール を使用して InfoSphere Information Server に新規構成を指示します。

始める前に
v スイート・アドミニストレーター権限が必要です。
v 共有しているユーザー・レジストリーがサービス層とエンジン層の両方で同じで
あることと、証明情報マッピングが必要でないことを確認する必要があります。

手順
1. InfoSphere Information Server Web コンソールで、「管理」タブをクリックしま
す。
2. 「ナビゲーション」ペインで、「ドメイン管理」 > 「エンジン証明情報」を選
択します。
3. InfoSphere Information Server と同じユーザー・レジストリーを使用するように
構成した InfoSphere Information Server エンジンを選択します。
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4. 「構成を開く」をクリックします。
5. 「構成」ペインで、「ユーザー・レジストリーを InfoSphere Information
Server とそのエンジンとの間で共有する」を選択します。
6. 「保存して閉じる」をクリックします。

次のタスク
ユーザー・アクセス権限を IBM InfoSphere DataStage および IBM InfoSphere
QualityStage に付与します。ユーザー・レジストリーは共有されることを InfoSphere
Information Server に指示すると、すべての証明情報マッピング・メニューは使用不
可になり、追加のマッピングを定義する必要はありません。 InfoSphere Information
Server へのログインに使用されるものと同じユーザー名とパスワードが、エンジン
でのデータ統合ジョブの実行に使用されます。

証明情報マッピング
証明情報をマップするには、このタスクを実行します。
アドミニストレーターは、ユーザーのグループについての証明情報マッピングを実
行することができます。 あるいは、ユーザーがそれ自身の証明情報をマップできま
す。 次の表に、さまざまなタイプのユーザーが実行できる証明情報マッピング関連
タスクを示します。
表 6. さまざまなユーザー・タイプに関する証明情報マッピング関連タスク
ユーザー・タイプ

許可された証明情報マッピング関連タスク

InfoSphere Information Server スイート・アド
ミニストレーター、IBM InfoSphere
DataStage アドミニストレーター、および
IBM InfoSphere QualityStage アドミニストレ
ーター

このユーザーは、InfoSphere Information
Server エンジンに接続しようとするが、特定
の証明情報マッピングが定義されていないす
べてのユーザーが使用する、デフォルトのエ
ンジン層オペレーティング・システム証明情
報を定義できます。
これらのアドミニストレーターは、個別の
InfoSphere Information Server ユーザーごと
に、InfoSphere Information Server ユーザー証
明情報にマップする特定のエンジン層オペレ
ーティング・システム証明情報を定義するこ
とができます。

InfoSphere DataStage および InfoSphere
QualityStage ユーザー

このユーザーは、Web コンソールで、独自の
証明情報マッピングを定義できます。 この
ユーザーが定義できるのは、そのユーザー名
についての証明情報のみです。

デフォルト証明情報の定義:
スイートのデフォルトのユーザー名とパスワードを定義して、各ユーザーのエンジ
ン層オペレーティング・システムのユーザー証明情報にマップすることができま
す。
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始める前に
スイート・アドミニストレーター権限、または IBM InfoSphere DataStage および
IBM InfoSphere QualityStage アドミニストレーター権限が必要です。
このタスクについて
デフォルトの証明情報は、固有の証明情報マッピングのないすべてのユーザーに使
用されます。 マップされた証明情報がないユーザーにサーバー・アクセスをさせな
い場合は、デフォルト・マッピング証明情報を追加しないでください。
手順
1. IBM InfoSphere Information Server Web コンソール で、「管理」タブをクリッ
クします。
2. 「ナビゲーター」ペインで、「ドメイン管理」 > 「エンジン証明情報」を選択
します。
3. デフォルト証明情報を指定する対象の InfoSphere Information Server エンジンを
選択します。
4. 「構成を開く」をクリックします。
5. 「ユーザー名」フィールドに、特定のマッピングが定義されていないすべての
InfoSphere Information Server ユーザーが使用するユーザー名を入力します。
6. 「パスワード」フィールドに、対応するパスワードを入力します。 指定するユ
ーザー名およびパスワードは、エンジン層コンポーネントがインストールされて
いるオペレーティング・システムで有効なユーザー名およびパスワードでなけれ
ばなりません。
7. パスワードを確認します。
8. 「保存して閉じる」をクリックします。
証明情報の構成:
スイート・アドミニストレーターまたはスイート・ユーザーとして、自分のユーザ
ー・アカウントの証明情報をマップすることができます。
手順
1. IBM InfoSphere Information Server Web コンソール で、「管理」タブをクリッ
クします。
2. 「ナビゲーション」ペインで、「ドメイン管理」 > 「エンジン証明情報」を選
択します。
3. 構成する InfoSphere Information Serverエンジンを選択します。
4. 「証明情報を開く」をクリックします。
5. IBM InfoSphere Information Server エンジンへの接続に使用するユーザー名とパ
スワードを入力します。指定するユーザー名およびパスワードは、エンジン層コ
ンポーネントがインストールされているオペレーティング・システムで有効なユ
ーザー名およびパスワードでなければなりません。
6. 「保存して閉じる」をクリックします。
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ユーザー証明情報のマッピング:
1 つ以上のユーザー証明情報をエンジン層のオペレーティング・システムのユーザ
ー証明情報にマップすることができます。
このタスクについて
IBM InfoSphere Information Server ユーザー・レジストリーを使用する場合、 IBM
InfoSphere DataStage と IBM InfoSphere QualityStage クライアントを使用する前に
証明情報マッピングを作成する必要があります。このタスクを開始する前に Web
コンソールでユーザーとグループを作成してください。
スイート・ユーザーは、独自の証明情報マッピングを構成することができます。
手順
1. アドミニストレーターの証明情報を使用して、IBM InfoSphere Information
Server Web コンソール にログインします。
2. 「管理」タブで、「ドメイン管理」セクションを展開し、「エンジン証明情
報」をクリックします。
3. ユーザー証明情報をマップする対象の InfoSphere Information Server エンジン
を選択します。
4. 「証明情報一覧を開く」をクリックします。
5. 「参照」をクリックしてスイート・ユーザーを検索します。
6. オプション: 追加検索条件を指定し、「フィルター」をクリックしてユーザーの
リストを表示します。
7. 検索結果から、エンジン層オペレーティング・システムのローカル証明情報に
マップするスイート・ユーザーを選択し、「OK」をクリックします。
8. 「ユーザー証明情報のマップ」ペインで、証明情報にマップする 1 人以上のユ
ーザーを選択します。 ある複数スイート・ユーザーを 1 人のユーザーにマッ
プし、また別の複数スイート・ユーザーを異なるユーザーにマップする場合
は、ユーザーのサブセットを選択して続行します。
9. 「ユーザー証明情報の割り当て」ペインで、ローカル・オペレーティング・シ
ステムのユーザー証明情報を指定します。 指定するユーザー名およびパスワー
ドは、エンジン層コンポーネントがインストールされているオペレーティン
グ・システムで有効なユーザー名およびパスワードでなければなりません。 ユ
ーザーが構成済みの証明情報マッピングを保持する場合は、「証明情報を持た
ないユーザーにのみ適用」チェック・ボックスを選択します。
10. 「適用」をクリックします。
11. 追加のスイート・ユーザーの証明情報をマップするには、以下のいずれかを実
行します。
v 「ユーザー証明情報のマップ」ペインに表示されている追加のユーザーにつ
いて、ステップ 8 から 10 を繰り返して証明情報をマップします。
v ステップ 5 から 10 を繰り返して、ユーザーの新規フィルター済みリストか
らユーザーを選択して証明情報をマップします。
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次のタスク
証明情報をマップすると、IBM InfoSphere DataStage and QualityStage ユーザーまた
はアドミニストレーター・セキュリティー・ロールを割り当てられているスイー
ト・ユーザーまたはグループが、InfoSphere DataStage and QualityStage クライアン
トにログインできるようになります。

IBM InfoSphere DataStage and QualityStage ユーザーへのアクセ
ス権限の付与
ユーザー・レジストリーを共有、または証明情報マッピングを定義したら、IBM
InfoSphere DataStage および IBM InfoSphere QualityStage へのアクセス権限をユー
ザーに付与する必要があります。

手順
1. オペレーティング・システム・ユーザーが、InfoSphere DataStage、InfoSphere
QualityStage、および関連ファイルに対する適切なファイル・アクセス許可を持っ
ていることを確認します。
InfoSphere DataStage でジョブを作成、コンパイル、またはインポートするとき
には、InfoSphere Information Server ユーザーのマップ先の、エンジン上のオペ
レーティング・システム・ユーザーを使用してファイルが作成されます。
InfoSphere DataStage エンジンのプロセスは、umask を 002 に設定して実行され
ます。そのため、オペレーティング・システム・ユーザーの 1 次グループに対
する書き込み権限を使用してファイルが作成されます。その後、別のユーザーと
ともにジョブを更新、コンパイル、または再インポートする必要が生じた場合
は、そのユーザーのマップ先オペレーティング・システム・ユーザーが最後にジ
ョブを更新したオペレーティング・システム・ユーザーと同じ 1 次グループに
属していなければ、処理に失敗してしまいます。そのため、ジョブの更新または
インポートに使用する、証明情報がマップされたすべてのオペレーティング・シ
ステム・ユーザーが同じ 1 次グループに属している必要があります。
2. 必須のスイートおよびスイート・コンポーネントのロールを Web コンソールの
ユーザーに付与します。
a. 管理特権を持つロールを使用して、IBM InfoSphere Information Server Web
コンソールにログインします。
b. 「管理」タブを選択します。
c. 「ナビゲーション」ペインで、「ユーザーとグループ」 > 「ユーザー」を選
択します。
d. アクセス権限を付与するユーザーを選択して、「ユーザーを開く」をクリッ
クします。
e. 「ロール」ペインで、ユーザーに以下のロールを割り当てます。
スイート・ユーザー
どのスイート・コンポーネントにもログインするために、すべてのユ
ーザーに必要です。
DataStage and QualityStage ユーザー
どの InfoSphere DataStage および InfoSphere QualityStage 製品モジュ
ールにもログインするために、すべてのユーザーに必要です。
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DataStage and QualityStage アドミニストレーター
オプション。 InfoSphere DataStage および InfoSphere QualityStage の
すべてのプロジェクトと管理機能に対する全アクセス権限を付与しま
す。
3. DataStage and QualityStage アドミニストレーター権限を付与していない場合は、
プロジェクト・レベルのロールをユーザーに付与するには、IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage アドミニストレーター クライアントを使用する必要
があります。 ユーザーには DataStage and QualityStage ユーザー・ロールのみが
あり、特定のプロジェクト・ロールがない場合、そのユーザーは InfoSphere
DataStage クライアントにログインできません。

WebSphere Application Server の代替セキュリティー・モード
の構成
さまざまなセキュリティー標準に対処するように WebSphere Application Server を
構成できます。通常、それらのセキュリティー標準は、米国政府によって要求され
るセキュリティー要件を満たすために使用されます。
デフォルトでは、IBM WebSphere Application Server は FIPS 以外のセキュリティ
ー・モードで稼働します。しかし、さまざまなセキュリティー標準に対処するよう
に構成できます。詳しくは、WebSphere Application Server セキュリティー標準の構
成を参照してください。
IBM WebSphere Application Server Network Deployment または IBM WebSphere
Application Server Liberty Core の代替セキュリティー・モードを構成するには、イ
ンストールした IBM WebSphere Application Server のプロファイルと使用可能にす
る必要があるセキュリティー・モードに対応したタスクを実行してください。

WebSphere Application Server Network Deployment のセキュリ
ティー・モードの構成
さまざまなセキュリティー標準に対処するように WebSphere Application Server
Network Deployment を構成できます。通常、それらのセキュリティー標準は、政府
によって要求されるセキュリティー要件を満たすために使用されます。
デフォルトでは、IBM WebSphere Application Server Network Deployment は FIPS
以外のセキュリティー・モードで稼働します。しかし、さまざまなセキュリティー
標準に対処するように構成できます。詳しくは、WebSphere Application Server セキ
ュリティー標準の構成を参照してください。
IBM WebSphere Application Server Network Deployment の代替セキュリティー・モ
ードを構成するには、使用可能にする必要があるセキュリティー・モードに対応し
たタスクを実行してください。
WebSphere Application Server Network Deployment の FIPS140-2 セキュリティ
ー・モードの構成:
連邦情報処理標準 (FIPS) Java セキュア・ソケット拡張機能ファイルを使用するよ
うに WebSphere Application Server Network Deployment を構成できます。
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連邦情報処理標準 (FIPS) Java セキュア・ソケット拡張機能ファイルを構成するに
は、連邦情報処理標準 (FIPS) Java セキュア・ソケット拡張機能ファイルの構成を
参照してください。
WebSphere Application Server Network Deployment の SP800-131 セキュリティ
ー・モードの構成:
SP800-131 標準 strict モードを使用するよう WebSphere Application Server Network
Deployment を構成できます。
米国連邦情報・技術局 (NIST) Special Publications (SP) 800-131 標準は、アルゴリ
ズムを強化し、キーの長さを増やすことによって、セキュリティーを向上させま
す。この標準は、新しい標準に移るまでの移行期間に使用することもできます。
SP800-131 標準 strict モードを使用するように WebSphere Application Server
Network Deployment を構成するには、WebSphere Application Server の SP800-131
標準 strict モード向けの構成を参照してください。
WebSphere Application Server Network Deployment の Suite B セキュリティー・
モードの構成:
Suite B セキュリティー標準を使用するように WebSphere Application Server
Network Deployment を構成できます。
Suite B と呼ばれる、暗号相互運用性の戦略は米国の国家安全保障局 (NSA) によっ
て作成されたものであり、米国連邦情報・技術局 (NIST) SP800-131 標準にいくつ
かの特定の要件を加えたものです。
Suite B セキュリティー標準を使用するように WebSphere Application Server
Network Deployment を構成するには、WebSphere Application Server の Suite B セ
キュリティー標準向けの構成を参照してください。

WebSphere Application Server Liberty Core のセキュリティー・
モードの構成
さまざまなセキュリティー標準を使用するよう WebSphere Application Server
Liberty Profile を構成できます。通常、それらのセキュリティー標準は、米国政府に
よって要求されるセキュリティー要件を満たすために使用されます。
デフォルトでは、IBM WebSphere Application Server Liberty は FIPS 以外のセキュ
リティー・モードで稼働します。しかし、さまざまなセキュリティー標準を使用す
るように構成できます。詳しくは、WebSphere Application Server セキュリティー標
準の構成を参照してください。
IBM WebSphere Application Server Liberty Core の代替セキュリティー・モードを構
成するには、使用可能にする必要があるセキュリティー・モードに対応したタスク
を実行してください。
FIPS140-2 セキュリティー標準を使用するように WebSphere Application Server
Liberty Profile を構成する:
米国連邦情報・技術局 (NIST) が規定した FIPS140-2 セキュリティー標準に合うよ
うに WebSphere Application Server Liberty Profile を構成できます。
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米国連邦情報・技術局 (NIST) が規定した FIPS140-2 セキュリティー標準に合うよ
うに WebSphere Application Server Liberty Profile を構成するには、Running
IBMJSSE2 in FIPS mode を参照してください。
SP800-131 モードで稼働するように WebSphere Application Server Liberty Profile
を構成する:
米国連邦情報・技術局 (NIST) が規定した SP800-131 の要件を満たすように
WebSphere Application Server Liberty Profile を構成できます。
米国連邦情報・技術局 (NIST) が規定した SP800-131 の要件を満たすように
WebSphere Application Server Liberty Profile を構成するには、SP800-131 で稼働す
るための Liberty Profile のセットアップを参照してください。
Suite B セキュリティー標準を使用するように WebSphere Application Server
Liberty Profile を構成する:
Suite B セキュリティー標準を使用するように WebSphere Application Server Liberty
Profile を構成できます。
このタスクについて
Suite B と呼ばれる、暗号相互運用性の戦略は米国の国家安全保障局 (NSA) によっ
て作成されたものであり、米国連邦情報・技術局 (NIST) SP800-131 標準にいくつ
かの特定の要件を加えたものです。Suite B は、128 ビット・モードまたは 192 ビ
ット・モードで実行できます。Suite B セキュリティー標準を使用するように
WebSphere Application Server Liberty を構成するには、以下の手順に従ってくださ
い。
Suite B の要件
WebSphere Application Server は、以下の Suite B 要件に準拠している必要がありま
す。
v SSL 構成は TLSv1.2 プロトコルを使用しなければなりません。
v com.ibm.jsse.suiteb システム・プロパティーは 128 または 192 に設定されて
いなければなりません。
v 128 ビット・モードで実行される証明書には 256 ビット以上の長さの曲線が必要
であり、証明書は SHA256withECDSA 署名アルゴリズムを使用して作成されなけれ
ばなりません。
v 192 ビット・モードで実行される証明書には 256 ビット以上の長さの曲線が必要
であり、証明書は SHA384withECDSA 署名アルゴリズムを使用して作成されなけれ
ばなりません。
注: 192 ビット・モードで実行するには、無制限のポリシー・ファイルが JDK に
用意されている必要があります。
v Suite B で承認された暗号スイートが使用されなければなりません。
手順
1. Suite B をサポートするレベルの IBMJDK が稼働していることを確認します。
2. サーバー証明書が、Suite B の条件を満たしていることを確認します。
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v 256 ビット以上の長さの曲線がある。
v 適切な署名アルゴリズムで署名されている。
– 128 ビットの場合は、SHA256withECDSA 署名アルゴリズムを使用します。
– 192 ビットの場合は、SHA384withECDSA 署名アルゴリズムを使用します。
注: 192 ビット・モードで実行するには、無制限のポリシー・ファイルが JDK に用
意されている必要があります。
3. プロトコル属性を使用して、TLSv1.2 を使用するように SSL 構成を構成しま
す。TLSv1.2 を使用するようにプロトコルを変更したら、必ず TLSv1.2 をサポ
ートするブラウザーを使用するようにしてください。
4. enabledCiphers 属性を使用して、適切な暗号を使用するように SSL 構成を構成
します。これらの属性の詳細については、Liberty Profile の SSL 通信の使用可
能化と Liberty Profile : SSL 構成の属性を参照してください。
v 128 ビットの場合は、TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 暗号を使用
します。
v 192 ビットの場合は、TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 暗号を使用
します。
5. システム・プロパティー com.ibm.jsse2.suiteb を適切なビット長に設定するこ
とによって、JSSE を 128 ビット・モードの Suite B で実行できるようにしま
す。詳しくは、Liberty Profile 環境のカスタマイズを参照してください。 以下に
例を示します。
v 128 ビットの場合は、com.ibm.jsse2.suiteb=128 を使用します。
v 192 ビットの場合は、com.ibm.jsse2.suiteb=192 を使用します。

証明書の管理
インストール・プログラムによって、証明書が作成されます。証明書を認証局によ
って認証する必要が生じた場合や、有効期限が切れたときに証明書を更新する必要
が生じた場合などに、証明書を変更できます。証明書を変更した後、
UpdateSignerCerts.sh コマンドを実行して証明書を永続的に受け入れることで、他
のコマンド・ライン・ツールで証明書の受け入れを求めるプロンプトが出されない
ようにできます。クライアントは、証明書を使用してセキュア接続を確立します。

InfoSphere Information Server での SSL 通信について
IBM InfoSphere Information Server のバージョン 11.3 から、クライアントとサービ
ス層間の通信は、すべて HTTPS (SSL) を介して行われます。これには、リッチ・
デスクトップ・クライアント、ブラウザー・ベースのクライアント、またはコマン
ド・ライン・クライアントのどれであろうと、サービス層にアクセスするすべての
クライアントが含まれます。
クライアントが SSL を介してサービス層にアクセスすると、サーバーがクライアン
トによって認証されます。すなわち、サービス層からクライアントに SSL 証明書が
提示され、クライアントはそれが有効かどうか判断します。
有効な SSL 証明書とは、クライアントが信頼する署名者によって署名された証明書
です。証明書の署名者は、それがこの特定のサイト向けに発行された有効な証明書
であることを表明するために、証明書に署名したエンティティーです。正確には、
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サーバーがクライアントに提示するものは、署名された証明書のチェーンです。す
なわち、サーバー自体の署名付き証明書、およびそのサーバー証明書の署名者の証
明書です。署名者証明書自体は、別の署名者証明書によって署名され、その別の署
名者証明書が、さらに別の署名者証明書によって署名されるといったことが可能で
す。クライアントがサーバー証明書チェーン内に存在するいずれかの署名者証明書
を信頼すると、クライアントはサーバー SSL 証明書が有効だと判断したことになり
ます。
リモート・クライアントには、信頼できる署名者証明書を保管するトラストストア
があります。クライアントがサーバーに接続する際、サーバー証明書が、信頼でき
る署名者 (証明書がクライアントのトラストストア内に存在する署名者) によって署
名されていると、サーバーは有効と認められ、証明書を求めるプロンプトは表示さ
れません。クライアントのトラストストアに、サーバー SSL 証明書に署名するとき
に使用された署名者証明書が含まれていないと (例えば、クライアントが初めてサ
ーバーに接続する場合など)、サーバーは信頼できないと見なされ、ユーザーに SSL
証明書の検証と受け入れを求めるプロンプトが出されます。

証明書の署名
IBM WebSphere Application Server Network Deployment および IBM WebSphere
Application Server Liberty Profile の両方で、デフォルトのインストール済み環境で
は自己署名 SSL 証明書 (別の署名者証明書を使用する代わりに、証明書自身が署名
している SSL 証明書) が使用されます。特に、WebSphere Application Server
Network Deployment の場合、署名者証明書は WebSphere セル・レベルで生成さ
れ、それとは別に WebSphere サーバー・プロファイルごとに SSL 証明書が作成さ
れ、セル・レベルの証明書によって署名されます。これはすなわち、サービス層
SSL 証明書は既知の認証局 (CA) によって署名されていないため、クライアントの
ブラウザーがそれらの証明書を自動的に信頼することは絶対にないことを意味しま
す。
デフォルトの自己署名 SSL 証明書は、ユーザーが CA (Symantec、Thawte、など)
から購入して取得した署名済み証明書に置き換えることができます。その後、CA
署名済み証明書を、IT ポリシーおよびプロセスの一部として、デスクトップやブラ
ウザーのトラストストアにデプロイできます。Web ブラウザーには、通常、デフォ
ルトでトラストストアに既知の CA からの署名者証明書があります。

クライアントの証明書のストレージ
Java ベースのクライアントの場合、SSL 構成 (および特にトラストストア構成)
は、ASBServer/conf/iis.client.site.properties プロパティー・ファイルおよび
ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.iis.client/iis.client.site.properties プロ
パティー・ファイルで指定されます。これらのファイルには、トラストストア・フ
ァイルへのパス、その暗号化パスワード、およびトラストストアのタイプが含まれ
ています。これらのファイルは、使用およびサポートされる SSL のレベルも指定し
ます。
InfoSphere Information Server のインストール時、サービス層証明書は、サービス層
インストールの場合は ASBServer トラストストア、エンジン層インストールの場合
は ASBNode トラストストアに自動的に追加されます。したがって、Java ベースの
クライアントの場合、SSL 証明書の受け入れを求めるプロンプトは出されません。
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また、トラストストアはノード・レベルで固有であり、エンジンと同じコンピュー
ターにインストールされる Java クライアントは同じトラストストアを共有するた
め、この場合も証明書の受け入れを求めるプロンプトは出されません。
しかし、クライアント層のみのインストールの場合、ASBNode トラストストア内に
サービス層 SSL 証明書が存在しないため、新しいサービス層に初めて接続するた
び、証明書の受け入れを求めるプロンプトが出されることになります。この理由
は、クライアント層はいろいろなサービス層への接続に使用できるため、インスト
ールのインタビュー・プロセスの一部として特定のサービス層が指定されていない
からです。
ブラウザー・ベースのクライアントの場合、トラストストアは Web ブラウザーに
固有になります (Mozilla Firefox を使用する場合など)。また、トラストストアが
Microsoft Windows オペレーティング・システム・レベルのトラストストアになる
Internet Explorer の場合、トラストストアはよりグローバルになります。同じブラウ
ザーを使用している限り、初めに証明書を永続的に受け入れた後、証明書の受け入
れを求めるプロンプトが出されることはありません。
ただし、IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー クライアントは、
Windows .NET HTTP API を使用してサービス層と通信するほか、Java ベースの
HTTPS 通信層も使用するという点で、ユニークです。Windows .NET HTTPS API
は Microsoft Windows オペレーティング・システムのトラストストアを使用しま
す。これは、デザイナー・クライアントまたは Microsoft Internet Explorer から証明
書をインストールすれば、それ以降、デザイナー・クライアント、および Microsoft
Internet Explorer を介してアクセスするブラウザー・ベースのクライアントに対して
プロンプトが出されなくなることを意味します。Java ベースの HTTPS 通信層は、
すべての Java クライアントによって使用される ASBNode トラストストアを使用
しますが、このトラストストアは、.NET HTTPS API に対するプロンプトで証明書
が受け入れられると、自動的に更新されます。

クライアントの証明書の受け入れ
対象をセッションに限定して証明書を受け入れた場合、ディスク上のクライアン
ト・サイドのトラストストアは変更されません。SSL 証明書は、この特定のクライ
アント・インスタンスでのみ受け入れられます。クライアントをクローズして再オ
ープンし、新しいクライアントを開始すると、再度プロンプトが出されます。
証明書を永続的に受け入れた場合、証明書の署名者 (チェーン内のすべての署名者)
がクライアントのトラストストアに追加され、それ以降、証明書を求めるプロンプ
トは出されなくなります。
デフォルトの証明書は、正式な認証局によって署名されていません。ただし、ユー
ザーの組織内ではデフォルトの証明書を使用できます。証明書のプロンプトには、
証明書のハッシュが表示されます。このハッシュの値は、別のセキュアなチャネル
を通じてエンド・ユーザーに通知できるため、ユーザーは証明書を受け入れる前に
検証できるようになります。ブラウザー・ベースのクライアントの場合のもう 1 つ
のオプションは、接続前に Web ブラウザーのトラストストアにロードしておく署
名者証明書をすべてのエンド・ユーザーに配布し、証明書のプロンプトが出されな
いようにすることです。また別の選択肢として、CA から証明書を入手することも
できます。
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クライアントの証明書の削除
ブラウザー・ベースのクライアントの場合、証明書の削除は Web ブラウザーの
SSL オプションから行います。
リッチ・クライアントの場合、クライアントのトラストストア・ファイルを削除で
きます。クライアントのトラストストアは、IS_install_path/ASBNode/conf/iisclient-truststore.p12 または IS_install_path/ASBServer/conf/iis-clienttruststore.p12 です。削除された場合は、自動的に再作成されます。

WebSphere Application Server Network Deployment の SSL 証
明書
インストール後、WebSphere Application Server 管理コンソールから IBM
WebSphere Application Server Network Deployment の SSL サーバー鍵を変更できま
す。現在の証明書の有効期限が切れた場合などに、新規の鍵と自己署名証明書を生
成できます。既存の証明書をトラステッド認証局 (CA) で署名済みにできます。
WebSphere Application Server Network Deployment の SSL 構成の詳細については、
SSL でのデフォルトのチェーン証明書構成を参照してください。
IBM InfoSphere Information Server のインストール時に WebSphere Application
Server Network Deployment をインストールする場合、次の情報を使用して SSL 鍵
と自己署名証明書が生成されます。
subject_name
鍵のサブジェクトと発行者の識別名。証明書が自己署名であるため、どちらも同
じです。デフォルト値は以下のとおりです。
CN=current_host_name,OU=Software Group,O=IBM,C=US

validity_days
鍵が有効である日数。デフォルト値は 2920 (8 年) です。
key_password
鍵ストア・パスワードおよび鍵のパスワード。現在、鍵ストア・パスワードと鍵
のパスワードを異なるものにすることはサポートされていないため、両方が同じ
パスワードです。デフォルト値は iiskeypass です。
WebSphere Application Server Network Deployment 証明書の置換:
有効期限が切れる前に証明書を置換するため、またはユーザー独自の証明書を使用
するために、ノードごとに異なる証明書を指定して、IBM WebSphere Application
Server Network Deployment 証明書を置換できます。
このタスクについて
クラスター化された IBM InfoSphere Information Server インストール済み環境で
は、すべての署名者証明書を、CellDefaultTrustStore トラストストア内に保管する必
要があります。スタンドアロン InfoSphere Information Server インストール済み環
境では、すべての署名者証明書を、NodeDefaultTrustStore トラストストア内に保管
する必要があります。これらのトラストストアは、WebSphere Application Server
Network Deployment 署名者証明書のデフォルトの場所です。
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WebSphere Application Server バージョン 8.5.5.1 では、証明書を更新できます。
WebSphere Application Server は、古い証明書に取って代わる新しい証明書を生成し
ます。
または、証明書をユーザー独自の証明書で置換したり、認証局で署名された証明書
を使用することもできます。詳細については、WebSphere Application Server の資料
を参照してください。
手順
1. アプリケーション・サーバーがまだ開始されていない場合は、開始します。
スタンドアロン・インストール済み環境:
v

Linux

v

Windows

UNIX

MetadataServer.sh

MetadataServer.bat

クラスター化インストール済み環境:
デプロイメント・マネージャーを開始します (startManager)。
2. WebSphere Application Server 管理コンソールにログインします。
3. WebSphere Application Server 証明書を更新または置換します。 証明書の更新に
ついて詳しくは、WebSphere Application Server の資料を参照してください。
v バージョン 8.5.5.1 の場合は、WebSphere Application Server インフォメーシ
ョン・センターにアクセスして、『既存の個人証明書の置き換え』を参照して
ください。
4. すべての IBM WebSphere Application Server Network Deployment プロセスを停
止して再始動します。アプリケーション・サーバー・プロセスの再始動について
詳しくは、「IBM InfoSphere Information Server 管理ガイド」を参照してくださ
い。
5. WebSphere Application Server クライアント・トラストストアの署名者証明書を
取得します。WebSphere Application Server クライアント・トラストストアに署
名者証明書が含まれていない場合、アプリケーション・サーバーが失敗する可能
性があります。
デフォルトで、WebSphere Application Server は、WebSphere Application Server
コマンド・ライン・ユーティリティー (serverStatus コマンドや stopServer
コマンドなど) が実行されたときに証明書が信頼されない場合、その証明書の受
け入れを求めるプロンプトを出します。WebSphere Application Server を停止ま
たは開始する前に、他のアプリケーション (Microsoft Windows Services など)
を使用して、必ず証明書を受け入れてください。
署名者証明書の取得および証明書の信頼の確立について詳しくは、WebSphere
Application Server の資料を参照してください。
v バージョン 8.5.5.1 の場合は、WebSphere Application Server インフォメーシ
ョン・センターにアクセスして、『クライアント署名者を SSL で取得するた
めのセキュア・インストール』を参照してください。
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次のタスク
クライアント層、エンジン層、およびサービス層で、UpdateSignerCerts ツールを
実行します。詳しくは、 139 ページの『UpdateSignerCerts コマンドの実行』を参照
してください。

WebSphere Application Server Liberty Profile の SSL 証明書
インストール後、IBM WebSphere Application Server Liberty Profile の SSL サーバ
ー鍵を変更できます。現在の証明書の有効期限が切れた場合などに、新規の鍵と自
己署名証明書を生成できます。既存の証明書をトラステッド認証局 (CA) で署名済
みにできます。
アプリケーション・サーバーが使用する SSL 鍵は、IS_install_path/wlp/usr/
servers/iis/resources/security/iis-server-keystore.p12 ファイルに保管されて
います。
鍵ストア構成は、IS_install_path/wlp/usr/servers/iis/server.xml ファイルの中
に定義されています。
<keyStore id="iis-server-keystore"
location="${server.config.dir}/resources/security/iis-server-keystore.p12"
password="${iis.keystore.password}" type="${iis.keystore.type}"/>

WebSphere Application Server Liberty Profile SSL 構成について詳しくは、Liberty
Profile との通信の保護を参照してください。
インストール中に、SSL 鍵と自己署名証明書は次のように生成されます。
IS_install_path/jdk/bin/keytool -genkeypair -alias iisSSL -keyalg RSA ⇒
-keysize 2048 -sigalg SHA512withRSA -dname subject_name -validity ⇒
validity_days -storetype PKCS12 -keypass key_password ⇒
-storepass key_password -keystore IS_install_path/wlp/usr/⇒
servers/iis/resources/security/iis-server-keystore.p12

ここで、以下の値は、インストール中に入力した値、または応答ファイルから提供
される値で置き換えられます。
subject_name
鍵のサブジェクトと発行者の識別名。証明書が自己署名であるため、どちらも同
じです。デフォルト値は次のとおりです。ただし、インストール中に、組織にと
ってより具体的な情報に変更できます。
CN=current_host_name,OU=Software Group,O=IBM,C=US

validity_days
鍵が有効である日数。デフォルト値は 2920 (8 年) です。
key_password
鍵ストア・パスワードおよび鍵のパスワード。現在、鍵ストア・パスワードと鍵
のパスワードを異なるものにすることはサポートされていません。両方は同一で
なければなりません。デフォルト値は iiskeypass ですが、これはインストール
中に変更できます。
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WebSphere Application Server Liberty Profile の新規の鍵と自己署名証明書の生成
:
このタスクは、証明書の有効期限が切れたか、証明書の中の情報を更新するときに
実行します。
手順
1. 証明書に使用する情報を決定します。 証明書の更新で、既存の証明書の情報を
使用したいけれどもその情報を忘れてしまった場合、既存証明書を表示すること
ができます。
Microsoft Internet Explorer
a. ブラウザーで IBM InfoSphere Information Server Web コンソールを
開いてログインします。
https://<hostname>:9443/ibm/iis/console

b. セキュア URL の横にあるロック・アイコンをクリックし、ポップア
ップ・ウィンドウの中で「証明書表示」をクリックします。
c. 「詳細」タブで、「サブジェクト」を選択し、「フィールド値」領域
の情報を収集します。これが識別名の構成に使用された情報です。
Mozilla Firefox
a. ブラウザーで IBM InfoSphere Information Server Web コンソールを
開いてログインします。
https://<hostname>:9443/ibm/iis/console

b. セキュア URL の横にあるロック・アイコンをクリックし、ポップア
ップ・ウィンドウの中で「詳細情報」をクリックします。
c. 「証明書の表示」をクリックします。
d. 「詳細」タブで、「サブジェクト」を選択し、「フィールド値」領域
の情報を収集します。これが識別名の構成に使用された情報です。
2. アプリケーション・サーバーを停止します:
v

Linux

v

Windows

UNIX

MetadataServer.sh stop

net stop InfoSvr

3. 新しく生成された鍵と自己署名証明書を使用して新規の鍵ストア・ファイルを作
成します。(文字「⇒」は、行の継続を表します。)
cd IS_install_path/wlp/usr/servers/iis/resources/security
IS_install_path/jdk/bin/keytool -genkeypair ⇒
-dname distinguished_name -keystore ./iis-server-keystore.p12 ⇒
-keypass key_password -storepass key_password -validity validity_days ⇒
-alias iisSSL -keyalg RSA -keysize 2048 -sigalg SHA512withRSA ⇒
-storetype PKCS12

パラメーターの詳細は以下のとおりです。
distinguished_name
証明書の組織の情報を定義します。以前と同じ情報を使用する場合は、最初
のステップで収集した情報を参照してください。以下に例を示します。
CN=host.example.com,OU=MyOrganization,O=MyCompany,C=US
-dname パラメーターと値を指定していなければ、プロンプトが出されます。
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重要: リモート・クライアントがサーバーにアクセスするために使用する、
InfoSphere Information Server ホスト名の値に共通名 (CN) フィールドを設定
します。SSL ハンドシェークの一環として、クライアントは、サーバーへの
アクセスに使用されるホスト名と、証明書 CN 値 (または複数の値がある場
合は値の 1 つ) が一致することを確認します。
key_password
鍵ストアのパスワード。パスワードは、US-ASCII 文字セットの中の印刷可
能文字のみで構成できます。IBM WebSphere Application Server Liberty
Profile では、鍵のパスワードとストアのパスワードの両方を同じ値に設定し
なければなりません。
validity_days
証明書の有効期限が切れるまでの日数。有効期限が切れた場合は、別の証明
書を生成しなければなりません。
環境およびブラウザー次第で、必ずしもすべての鍵アルゴリズム (-keyalg およ
び -keysize で設定) がサポートされない可能性もあります。
keytool ユーティリティーについて詳しくは、Keytool を参照してください。
4. 鍵のパスワード (-storepass と -keypass)、鍵ストア・タイプ (-storetype)、
または鍵の別名 (-alias) に元の証明書での値と異なる値を使用する場合は、
IS_install_path/wlp/usr/servers/iis/bootstrap.properties ファイルの中の
iis.keystore.type、iis.keystore.password、および iis.ssl.serverKeyAlias
のプロパティーを更新して、新規の値と一致するようにしなければなりません。
次に例を示します。
iis.keystore.type=PKCS12
iis.keystore.password={aes}AG0caBXHAvGL+YXDfsSJ2CA4y2vWPm7FNZgPp7377Ry9
iis.ssl.serverKeyAlias=iisSSL

パスワード値は暗号化ストリングとして指定しなければなりません。この値を作
成するには、次のコマンドを入力します。
IS_install_path/wlp/bin/securityUtility encode --encoding=aes

パスワードの入力を求めるプロンプトが出されます。出力値をコピーし、それを
IS_install_path/wlp/usr/servers/iis/bootstrap.properties ファイルの中に
貼り付けます。
securityUtility コマンドについて詳しくは、securityUtility を参照してくださ
い。
鍵ストア・ファイルの場所を変更することはお勧めしません。
5. iis.keystore.password 値を変更した場合は、トラストストアのパスワードを更
新しなければなりません。 デフォルトでは、IS_install_path/wlp/usr/
servers/iis/bootstrap.properties ファイルの中の iis.keystore.password プ
ロパティーは、アプリケーション・サーバーからのアウトバウンド SSL 要求に
使用される、Liberty Profile トラストストアのパスワードの指定にも使用されま
す。このトラストストアは、IS_install_path/wlp/usr/servers/iis/server.xml
ファイルの中で次のように定義されています。
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<keyStore id="iis-server-truststore"
location="${server.config.dir}/resources/security/iis-server-trust⇒
store.jks"
password="${iis.keystore.password}" type="${iis.truststore.type}"/>

トラストストアのパスワードを更新するには、次のコマンドを実行します。(文
字「⇒」は、行の継続を表します。)
IS_install_path/jdk/bin/keytool -storepasswd -storepass old_password ⇒
-new new_password -keystore IS_install_path/wlp/usr/servers/iis/re⇒
sources/security/iis-server-truststore.jks

6. アプリケーション・サーバーを始動します。
v

Linux

v

Windows

UNIX

MetadataServer.sh run

net start InfoSvr

トラステッド認証局 (CA) からの署名済み証明書の取得とインポート:
署名済みの証明書が必要な場合は、このタスクを実行します。認証局によってトラ
ステッドにされた証明書は、クライアント・ブラウザーによってより容易に受け入
れられ、全体的により良いユーザー・エクスペリエンスを提供します。証明書を署
名済みにするには、既存の自己署名証明書から始めて、要求を生成し、要求を CA
に送信します。その後、署名済み証明書をアプリケーション・サーバーの鍵ストア
にインポートします。
始める前に
既存の自己署名証明書、すなわちインストール・プログラムが作成したものか、
136 ページの『WebSphere Application Server Liberty Profile の新規の鍵と自己署名
証明書の生成』 の説明に従って生成されたもののどちらかの自己署名証明書から始
めます。
手順
1. Liberty Profile SSL 鍵ストアから、認証要求を作成します。
cd IS_install_path/wlp/usr/servers/iis/resources/security
IS_install_path/jdk/bin/keytool -certreq -alias key_alias -storetype PKCS12
-storepass key_password -keystore ./iis-server-keystore.p12 -file certreq.req -v

ここで、
key_alias
鍵の別名。インストール・プログラムが生成したものを使用している場合、
別名は iisSSL です。
key_password
インストール中、または鍵と証明書を更新した後に変更していなければ、デ
フォルトのパスワードは iiskeypass です。
このコマンドは、certreq.req と呼ばれるファイルを作成します。そのファイル
を組織のチャネルを介して送信してトラステッド CA によって署名させるか、
組織に署名証明書がある場合は内部で署名させます。
2. 署名済み証明書を受け取った後、それを Liberty Profile SSL 鍵ストアにインポ
ートします。(文字「⇒」は、行の継続を表します。)
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cd IS_install_path/wlp/usr/servers/iis/resources/security
IS_install_path/jdk/bin/keytool -importcert -alias key_alias -storetype ⇒
PKCS12 -storepass key_password -keystore ./iis-server-keystore.p12 -file ⇒
signed_certificate_file

key_alias と key_password には、最初のステップと同じ値を使用します。
3. アプリケーション・サーバーを再始動します:
Linux

v

UNIX

MetadataServer.sh restart
v

Windows

net stop InfoSvr
net start InfoSvr

UpdateSignerCerts コマンドの実行
更新された証明書を使用するコマンド・ライン・ツールでは、証明書が永続的に受
け入れられて他のツールがプロンプトを出さずに実行できるように、
UpdateSignerCerts コマンドを実行でき、ユーザーが介入しないスクリプトの実行
が失敗したり、証明書の入力を求めるプロンプトに対するユーザー入力を待機した
りすることがなくなります。

このタスクについて
サービス層、エンジン層、およびクライアント層がインストールされている環境の
中の各コンピューター上で、このコマンドを実行します。コマンドは、次の場所に
あります。
層

場所

サービス

IS_install_path/ASBServer/bin

エンジン、クライアント

IS_install_path/ASBNode/bin

手順
1. 次のコマンドを実行します。
UpdateSignerCerts.sh -url https://hostname:port -user IS_admin_user
-password IS_admin_password
hostname
証明書の共通名で指定した、IBM InfoSphere Information Server サーバーの
ホスト名。
port
インストール時に指定した IBM InfoSphere Information Server サーバーのポ
ート番号。デフォルトのポート番号は 9443 です。
IS_admin_user
InfoSphere Information Server アドミニストレーター・ユーザー名
(isadmin)。
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IS_admin_password
InfoSphere Information Server アドミニストレーター・ユーザーのパスワー
ド。
2. サーバー上の SSL 証明書が正しく変更されている場合は、新しい証明書を受け
入れるように求められます。プロンプトの後に、1 を入力して永続的に証明書を
受け入れます。 プロンプトの例:
The following certificate could not be verified:
Owner: CN=server1.example.com, OU=Software Group, O=IBM, C=US
Issuer: CN=server1.example.com, OU=Software Group, O=IBM, C=US
Serial number: 12A67955
Valid from: Oct 23 2013
Expired to: Oct 21 2014
SHA1 fingerprint: D2:57:88:57:AE:FD:E2:5D:B8:9B:7E:9D:B4:6F:64:46:15:42:D0:0E
MD5 fingerprint: 39:9C:82:52:9C:CE:14:64:26:50:E2:F6:2A:19:B3:21
Do you want to accept this certificate permanently (1), for this session only
(2), or reject (3) it? (1/2/3):

UpdateSignerCerts コマンド構文:
UpdateSignerCerts コマンドを使用して、サーバーから SSL 証明書を取得します。
構文
IS_install_path/[ASBServer|ASBNode]/bin/UpdateSignerCerts.[bat|sh]
[-{verbose | v}]
[-{results | res} value ]
[-{log | l} value ]
[-{logerror | error} value ]
[-{loginfo | info} value ]
[-{loglevel | level} value ]
[-{log | l} value]
[-{help | ?} ]
[-{url | url} value]
[-{user | u} value]
[-{password | pw} value]
[-{silent | s}]
[-{serverStore | ss}]

パラメーター
[-{verbose | v}]
ランタイム・ロギング・メッセージを除く、詳細なランタイム出力を表示しま
す。
[-{results | res} value ]
使用可能に設定されたすべてのランタイム出力を指定されたファイルに出力しま
す。
[-{log | l} value ]
指定されたファイルにランタイム・ロギング・メッセージを出力します。 この
オプションは loglevel と共に使用されます。
[-{logerror | error} value ]
すべての ERROR および FATAL の各ランタイム・ロギング・メッセージを指
定されたファイルに出力します。
[-{loginfo | info} value ]
すべての INFO、WARN、DEBUG、および TRACE の各ランタイム・ロギン
グ・メッセージを指定されたファイルに出力します。
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[-{loglevel | level} value]
ランタイム・ロギング・メッセージが使用可能なレベル。
[-{log | l} value]
すべてのランタイム・ロギング・メッセージを示されたファイルに出力します。
このオプションは、loglevel オプションと一緒に使用します。
[-{help | ?} ]
使用法メッセージを表示します。
[-{user | u} value]
アプリケーション・サーバー・ユーザーのユーザー名。
[-{url | url} value]
使用するサーバーおよびポートに含める URL。
[-{password | pw} value]
ユーザー名が指定された場合、アプリケーション・サーバー・ユーザーのパスワ
ード。
[-{silent | s} value]
SSL 証明書が自動的に受け入れられるようにするには、このオプションを使用
します。
[-{serverStore | ss}]
このオプションを使用して、-url オプションで指定された URL の SSL 証明
書をダウンロードし、それをサーバーからトラストストアに追加して、サービス
層から指定したサイトへのアウトバウンド SSL 呼び出しを可能にします。サイ
トがまだトラステッドでなく、かつ -silent が使用されていない場合、証明書
の受け入れを求めるプロンプトが出されます。
例
IBM InfoSphere Information Server がインストールされており、これから、シング
ル・サーバーのインストール済み環境全体にわたって証明書を更新します。例え
ば、インストール中に作成された鍵ストアの有効期限が切れたときに、keytool コ
マンドを使用して新規の鍵ストアを作成したため、証明書を更新する必要がありま
す。この例では、InfoSphere Information Server のホスト名は server1.example.com
で、アプリケーション・サーバー・ユーザー名は isadmin にマップされ、パスワー
ドは my_pa55w0rd です。
IS_install_path/ASBServer/bin/UpdateSignerCerts.sh -url https://
server1.example.com:9443 -user isadmin -password my_pa55w0rd

クライアント・アプリケーションの証明書の保管
IBM InfoSphere DataStage Designer Clientまたは Director Clientなどのサービス層に
アクセスするクライアント・アプリケーションにログインする際、以降のログイン
で証明書を受け入れる必要がなくなるように、証明書をトラストストアに保管でき
ます。

手順
初めてクライアントにログインした後、証明書の受け入れを求められます。
v IBM InfoSphere DataStage クライアントの場合:
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1. セキュリティー証明書を表示するには、「証明書の表示」をクリックします。
2. 「証明のパス」タブをクリックし、ルート証明書を選択します。
3. 「全般」タブをクリックします。
4. 「証明書のインストール」をクリックし、「次へ」をクリックします。
5. 「証明書をすべて次のストアに配置する」を選択します。
6. 「参照」をクリックし、「トラステッド・ルート認証局」を選択します。
7. 「次へ」をクリックしてから、「終了」をクリックすると証明書がインポート
されます。
v ブラウザー・ベースのクライアントの場合: ブラウザーの手順に従って、証明書
を受け入れます。
v コマンド・ライン・ユーティリティーの場合: 次の例のように、証明書を確認
し、保管するためのプロンプトがユーティリティーから自動的に出されます。(文
字「⇒」は、行の継続を表します。)
# ./SessionAdmin.sh -user admin -password myPass -lus -url ⇒
https://localhost:9446/
The following certificate could not be verified:
Owner: CN=localhost, OU=localhostNode02Cell, OU=localhostNode03, ⇒
O=IBM, C=US
Issuer: CN=localhost, OU=Root Certificate, OU=localhostNode02Cell, ⇒
OU=localhostNode03, O=IBM, C=US
Serial number: 10E9ACBD921C
Valid from: Mar 25 2014
Expired to: Mar 25 2015
SHA1 fingerprint: 73:10:92:1A:12:AE:E5:0C:92:47:94:BF:A3:47:51:06:FF:⇒
07:28:47
MD5 fingerprint: 91:E9:91:19:5B:15:FA:E6:63:B3:CF:C1:5C:0B:D1:B4
Do you want to accept this certificate permanently (1), for this session ⇒
only (2), or reject (3) it? (1/2/3):

関連概念:
130 ページの『InfoSphere Information Server での SSL 通信について』
IBM InfoSphere Information Server のバージョン 11.3 から、クライアントとサービ
ス層間の通信は、すべて HTTPS (SSL) を介して行われます。これには、リッチ・
デスクトップ・クライアント、ブラウザー・ベースのクライアント、またはコマン
ド・ライン・クライアントのどれであろうと、サービス層にアクセスするすべての
クライアントが含まれます。

非 root 管理用の WebSphere Application Server の構成
(Linux、UNIX)
デフォルトでは、IBM WebSphere Application Server は root として実行されます。
しかし、非 root ユーザー ID で実行することもできます。以下に、非 root ユーザ
ー ID として実行するために、WebSphere Application Server を構成して適切なファ
イル・システム許可を設定するのに必要な手順を説明します。
次のいずれかのアクションを実行した後は、インストール後ステップ ( 146 ページ
の『インストール後コマンドを実行して非 root 管理を使用可能にする
(Linux、UNIX)』を参照) をやり直す必要があります。
v いずれかのアドオン・コンポーネントをサービス層にインストールした。インス
トール済み環境によっては許可が変更された可能性があります。
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v いずれかのアプリケーション・サーバーを root ユーザーとして再始動した後、非
root ユーザーとして始動し直す場合。一部のファイルに root 所有権が設定され
た可能性があるため、変更する必要があります。
重要: IBM WebSphere Application Server を非 root 管理用に構成した後、root と
して開始することはしないでください。IBM WebSphere Application Server を非
root 管理用に構成した後で root として開始すると、特定の IBM InfoSphere
Information Server オペレーションの正常な実行に影響する可能性があります。
root での始動が行われた場合、必ず IBM WebSphere Application Server を停止
し、インストール後ステップを再実行し、非 root アドミニストレーターとして
IBM WebSphere Application Server を再始動してから、その先の IBM InfoSphere
Information Server オペレーションを実行してください。非クラスター構成の場
合、非 root 管理用に構成されているときは、必ず非 root ユーザーとして
MetadataServer.sh を使用してアプリケーション・サーバーを開始および停止し
ます。MetadataServer.sh を使用することで、適切な非 root オペレーションが保
証されます。
制約事項
v ユーザー・レジストリーとしてローカル・オペレーティング・システムを使用し
ている場合、WebSphere Application Server は root として実行する必要がありま
す。 WebSphere Application Server はこの場合には、証明情報の確認のために必
要なシステム許可のために、root として実行する必要があります。
v IBM InfoSphere Information Server サービス層が PAM 認証を使用するように構
成されており、PAM 構成でローカル・オペレーティング・システムの PAM モ
ジュールが使用されている場合 (/etc/passwd ファイルや /etc/group ファイルな
ど)、WebSphere Application Server を root として実行する必要があります。ロー
カル・オペレーティング・システムの PAM モジュールが構成されておらず、非
root ユーザーが構成ファイルの読み取り権限を持っている場合は、その非 root
ユーザーとして WebSphere Application Server を実行できます。
v フロントエンド Web サーバーがクラスターの管理対象ノードで実行されている
場合、Web サーバー・ディレクトリーが非 root ユーザーによって所有されてい
ることを確認する必要があります。詳しくは、http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/com.ibm.swg.im.iis.found.admin.common.doc/topics/
appsvconfig_nonrootadmin_chownplugin.html を参照してください。
v WebSphere Application Server を開始および停止するタスクは、1 つの非 root ユ
ーザーに対してのみ指定されている必要があります。 MetadataServer.sh を使用す
る場合、この制約事項は適用されません。
v WebSphere Application Server の管理に dsadm ユーザーを割り当てることは避け
てください。 dsadm ユーザーを使用して WebSphere Application Server を管理す
ると、InfoSphere Information Server 環境設定の上書きの問題が発生することがあ
ります。 WebSphere の実行のために選択した非 root ユーザーのソースは dsenv
であってはなりません。
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WebSphere Application Server 用の新規の非 root ユーザーのセ
ットアップ (Linux、UNIX)
IBM InfoSphere Information Server をインストール済みの場合は、WebSphere
Application Server プロセスを管理できるユーザーを作成できます。以下の手順は、
一度実行する必要があるのみです。

始める前に
142 ページの『非 root 管理用の WebSphere Application Server の構成
(Linux、UNIX)』 にある制約事項を必ずお読みください。
重要: 以下のタスクを始める前に、システムをバックアップして、必要であれば、
そのバックアップを使用してオリジナルの状態に復元できるようにしてください。
269 ページの『第 14 章 IBM InfoSphere Information Server のバックアップおよび
リストア』を参照してください。

このタスクについて
この説明の一般的な目的は、WebSphere Application Server および InfoSphere
Information Server 下の一部のファイルの所有権を新規の非 root ユーザーに転送す
ることです。この時点で、新規ユーザーは WebSphere Application Server プロセス
の管理を引き継ぐことができます。この一回限りのセットアップ・タスクでは、ユ
ーザーを作成するための手順を説明します。インストール後の手順に記述されてい
るステップは、サービス層にアドオン・コンポーネントをインストールした後、ま
たはいずれかのアプリケーション・サーバーが root ユーザーとして再始動された後
で非 root ユーザーとしてそのアプリケーション・サーバーを再度開始する場合に実
行する必要があります。
この手順では、新規の非 root ユーザーとして wasadmin を使用します。 しかし、
これはユーザー名の例にすぎません。任意のユーザー名や既存のユーザーを使用す
ることができます。
このタスクを実行するには、root 権限を持つシステム管理者でなければなりませ
ん。

手順
1. アプリケーション・サーバーを実行するために使用する非 root ユーザーが存在
しない場合は、作成します。
注: 例として、wasadmin ユーザーを使用しています。
useradd -m -d /home/wasadmin wasadmin

2. このユーザーの umask を、umask 0022 と入力して 0022 に設定します。

次のタスク
スタンドアロン環境かまたはクラスター環境のインストール後タスクに進んで、非
root ユーザー用の設定を InfoSphere Information Server に構成します。 146 ページ
の『(スタンドアロン環境) インストール後コマンドを実行して非 root 管理を有効に
する (Linux、UNIX)』 または 148 ページの『(クラスター環境) インストール後コ
マンドを実行して非 root 管理を有効にする (Linux、UNIX)』
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(クラスター環境) Web サーバー・ディレクトリーおよび
plugin-cfg.xml の所有権の変更
フロントエンド Web サーバーがクラスターの管理対象ノードで実行されている場
合、plugin-cfg.xml およびそれが含まれるディレクトリーが非 root ユーザーによ
って所有されていることを確認する必要があります。

始める前に
v 以下のステップが適用されるのは、IBM WebSphere Application Server Network
Deployment を使用しているクラスター環境で、フロントエンド Web サーバーが
クラスターの管理対象ノードで実行されている場合に限定されます。
v 以下のステップは、非 root サポート用の、WebSphere Application Server Network
Deployment の初期構成でのみ、必要になります。追加のインストールやアンイン
ストール後にこれらのステップを実行する必要はありません。
v 管理対象ノード上に複数の Web サーバーがある場合は、各 Web サーバーに対
して、以下のステップを実行する必要があります。Web サーバーが管理対象ノー
ド上にない場合、以下のステップは必要ありません。

このタスクについて
v アプリケーションが更新される、または新規アプリケーションがデプロイされる
などして、plugin-cfg.xml が更新されるたび、クラスターの管理対象ノード上の
ノード・エージェントによって、クラスター上に構成されている Web サーバー
にプラグインが伝搬されます。Web サーバーが管理対象ノード上にインストール
されている場合、ノード・エージェントは、plugin-cfg.xml を
HTTPServer_installation_directory/conf/plugins ディレクトリーにコピーしよ
うとします。したがって、ノード・エージェントには、
HTTPServer_installation_directory/conf/plugins ディレクトリーに対する書き
込み権限が必要です。WebSphere Application Server が非 root ユーザーとして実
行されるように構成されていると、ノード・エージェントも非 root ユーザーとし
て実行されます。このため、HTTPServer_installation_directory/conf/plugins
ディレクトリーの所有者は非 root ユーザーでなければなりません。
v

Web サーバーがリモートである場合または管理対象ノード上にない場合、プラ
グインは Web サーバー管理プロセスを使用して転送されます。

v 非 root ユーザー名である wasadmin は、ドキュメント全体で使用されているサン
プルです。 別の非 root ユーザー名がある場合は、代わりにそれを使用して、実
行するコマンド内のすべての wasadmin インスタンスを置換します。

手順
1. httpd.conf 構成ファイル内の WebSpherePluginConfig プロパティーの値を調べ
て、plugin-cfg.xml とこれを含んでいるフォルダーの場所を特定します。
a. httpd.conf 構成ファイルを開きます。このファイルは、構成ディレクトリー
HTTPServer_installation_directory/conf/httpd.conf にあります。
b. WebSpherePluginConfig プロパティーの値を調べます。
次の例で、Web サーバー・ディレクトリーは /opt/IBM/HTTPServer/
Plugins/config にあります。 (文字「⇒」は、行の継続を表します。)
WebSpherePluginConfig /opt/IBM/HTTPServer/Plugins/config/Clust⇒
er01WebServer01/plugin-cfg.xml
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2. 次のコマンドを実行して、Web サーバー・ディレクトリーおよび
plugin-cfg.xml の所有権を非 root ユーザーに変更します。 上記の例の場合、
Cluster01WebServer01 ディレクトリーおよび plugin-cfg.xml ファイルの非
root 所有権を設定します。
cd plugin_directory
chown wasadmin web_server_directory/plugin-cfg.xml

以下に例を示します。
cd /opt/IBM/HTTPServer/Plugins/config
chown wasadmin Cluster01WebServer01
chown wasadmin Cluster01WebServer01/plugin-cfg.xml

インストール後コマンドを実行して非 root 管理を使用可能にする
(Linux、UNIX)
IBM InfoSphere Information Server のインストール後、またはコンポーネントの追加
後に、これらのコマンドを実行して非 root 管理を使用可能にします。この手順は、
IBM WebSphere Application Server がクラスター構成かまたはスタンドアロン構成
でセットアップされているかどうかによって異なります。
(スタンドアロン環境) インストール後コマンドを実行して非 root 管理を有効にす
る (Linux、UNIX):
このタスクは、IBM WebSphere Application Server がスタンドアロン構成でセット
アップされる IBM InfoSphere Information Server をインストールしたら常に実行す
る必要があります。 また、サービス層に新しいアドオン・コンポーネントをインス
トールした後も、これらのタスクを実行する必要があります。これらのタスクは、
アプリケーション・サーバーを root ユーザーとして再始動した後、非 root ユーザ
ーとして直ちに始動し直す場合にも常に実行する必要があります。
始める前に
v インストールするアドオン InfoSphere Information Server 製品が複数ある場合
は、以下の手順を開始する前に、すべてのアドオン製品をインストールします。
v すべての InfoSphere Information Server プロセス (WebSphere Application Server、
サーバー・エンジン、JobMonApp、および ASB エージェントを含む) を停止し
ます。 290 ページの『サービスのシャットダウン (Linux、UNIX)』 を参照してく
ださい。
– アプリケーションを停止するには、アプリケーションを開始したユーザーとし
てログインしている必要があります。
– WebSphere Application Server が既に非 root ユーザーとして実行されている場
合、WebSphere Application Server を停止するには、その非 root ユーザーでロ
グインする必要があります。
– ASB エージェントが root として開始されている場合、エージェントを停止す
るには root としてログインする必要があります。
このタスクについて
v この手順は、スタンドアロン (非クラスター) 環境にのみ当てはまります。クラス
ター構成がある場合は、 148 ページの『(クラスター環境) インストール後コマン
ドを実行して非 root 管理を有効にする (Linux、UNIX)』を参照してください。
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v 非 root ユーザー名である wasadmin は、ドキュメント全体で使用されているサン
プルです。 別の非 root ユーザー名がある場合は、代わりにそれを使用して、実
行するコマンド内のすべての wasadmin インスタンスを置換します。
手順
1. コマンドを実行して一時ディレクトリーから *.jar および *.lck ファイルを削除
します。
rm /tmp/*.jar
rm /tmp/*.lck

注: オペレーティング・システム定義の一時ディレクトリー (tmp) は、/tmp か
/var/tmp のいずれかです。これに従って、上記のファイル・パスを変更しま
す。
注: あるいは、これらのファイルをバックアップ・ディレクトリーに移動するこ
とができます。 サード・パーティー・アプリケーションでは、この一時ディレ
クトリー内の .jar または .lck ファイルに従属している場合があり、このファイ
ルを後で復元する必要がある場合があります。
2. WB_vrdata または BG_vrdata が一時ディレクトリーに存在する場合は、以下の
コマンドを実行します。
rm -rf /tmp/WB__vrdata
rm -rf /tmp/BG__vrdata

注:
v オペレーティング・システム定義の一時ディレクトリーは、/tmp または
/var/tmp のいずれかです。これに従って、ファイル・パスを変更します。
v 次の技術情報に説明されている IBM InfoSphere Information Governance
Catalog が使用する一時ディレクトリーを再配置するようにシステムが構成さ
れていた場合は、次の技術情報の指示に従って、WB__vrdata および
BG__vrdata ディレクトリーに適切な許可を確実に割り当てます。
http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=3291&uid=swg21413637。
3. wasadmin は、レポート作成ワークスペース・ディレクトリー以下に割り当てら
れた、rwx 権限を持つグループのメンバーであるか、または wasadmin を、レポ
ート作成ワークスペース・ディレクトリー以下のオーナーとして設定する必要が
あります。 以下のコマンドを実行して、wasadmin ユーザーを、レポート作成ワ
ークスペース・ディレクトリーのオーナーとして設定します。
cd /tmp
chown -R wasadmin informationServer

注:
v オペレーティング・システム定義の一時ディレクトリーは、/tmp または
/var/tmp のいずれかです。これに従って、ファイル・パスを変更します。
v 技術情報http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=14&uid=swg21317914に説明
されているレポート作成ワークスペース・ディレクトリーを再配置した場合
は、適切な許可をそのディレクトリーに割り当てます。
4. 以下のコマンドを実行して、任意のユーザーを、WebSphere Application Server
の InfoSphere Information Server プロファイルのオーナーとして設定します。

第 6 章 セキュリティーの管理

147

IBM WebSphere Application Server Network Deployment
cd WAS_installation_path/profiles
chown -R wasadmin InfoSphere

WebSphere Application Server Liberty Profile
cd IS_install_path/wlp/usr/servers
chown -R desired_user iis

注: ここで、WAS_installation_path は WebSphere Application Server がインスト
ールされている場所のパスです。 デフォルトのインストール・パスは
/opt/IBM/WebSphere/AppServer です。 InfoSphere は、WebSphere Application
Server 下にインストールされている InfoSphere Information Server プロファイル
のデフォルト名です。 InfoSphere Information Server を InfoSphere 以外の名前
のプロファイルにインストールする場合は、代わりにそのプロファイル名を使用
します。
5. WebSphere Application Server プロセスを wasadmin として開始して、すべての
InfoSphere Information Server プロセスを開始します。 296 ページの『サービス
の開始 (Linux、UNIX)』 を参照してください。
重要:
v 今後は、常に非 root ユーザーとしてアプリケーション・サーバーを開始する
必要があります。root としてサーバーを開始してしまうと、非 root ユーザー
としてアプリケーション・サーバーを再始動するためには、インストール後ス
テップを再度実行しなければなりません。
v InfoSphere Information Server プロセスを再実行すると、ASBAgent は root と
して開始されます。このエージェントを非 root ユーザーとして構成するに
は、次の手順を実行する必要があります。 151 ページの『IBM InfoSphere
Information Server ノード・エージェントを非 root ユーザーとして開始』。
エージェントが一度でも root で開始されていながら、その後、非 root ユー
ザーによって開始される場合は、IS_installation_path/ASBNode/logs フォル
ダーに存在する *.out ファイルや *.err ファイルなどのプロセス出力ファイ
ルを削除して、エージェント・プロセスの新規オーナーがこれらの出力ファイ
ルを再生成できるようにする必要があります。これは、エージェントが非 root
ユーザーとして実行するようにも構成されていて、インストール時に root と
して再実行された場合に、インストール・プロセスで発生していた可能性があ
ります。
(クラスター環境) インストール後コマンドを実行して非 root 管理を有効にする
(Linux、UNIX):
IBM InfoSphere Information Server をインストールしたとき、およびサービス層に新
しいアドオン・コンポーネントをインストールした後は、必ずこれらのタスクを実
行する必要があります。 これらのタスクは、アプリケーション・サーバー、ノー
ド・エージェント、またはデプロイメント・マネージャーを root ユーザーとして再
始動した後、非 root ユーザーとして直ちに始動し直す場合にも常に実行する必要が
あります。
始める前に
v
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v インストールするアドオン InfoSphere Information Server 製品が複数ある場合
は、以下の手順を開始する前に、すべてのアドオン製品をインストールします。
v すべての InfoSphere Information Server プロセス (WebSphere Application Server、
サーバー・エンジン、JobMonApp、および ASB エージェントを含む) を停止し
ます。 290 ページの『サービスのシャットダウン (Linux、UNIX)』 を参照してく
ださい。
– アプリケーションを停止するには、アプリケーションを開始したユーザーとし
てログインしている必要があります。
– WebSphere Application Server が既に非 root ユーザーとして実行されている場
合、WebSphere Application Server を停止するには、その非 root ユーザーでロ
グインする必要があります。
– ASB エージェントが root として開始されている場合、エージェントを停止す
るには root としてログインする必要があります。
このタスクについて
v この手順は、クラスター環境にのみ当てはまります。 スタンドアロン (非クラス
ター) 構成がある場合は、 146 ページの『(スタンドアロン環境) インストール後
コマンドを実行して非 root 管理を有効にする (Linux、UNIX)』を参照してくださ
い。
v 非 root ユーザー名である wasadmin は、ドキュメント全体で使用されているサン
プルです。 別の非 root ユーザー名がある場合は、代わりにそれを使用して、実
行するコマンド内のすべての wasadmin インスタンスを置換します。
v この手順は、IBM WebSphere Application Server Network Deployment がインスト
ールされているすべてのシステムで繰り返す必要があります。 これには、デプロ
イメント・マネージャーのホスト・コンピューター、およびさまざまな管理対象
ノードのホスト・コンピューターを含みます。
手順
1. コマンドを実行して一時ディレクトリーから *.jar および *.lck ファイルを削除
します。
注: オペレーティング・システム定義の一時ディレクトリー (tmp) は、/tmp か
/var/tmp のいずれかです。これに従って、以下のファイル・パスを変更しま
す。
注: あるいは、これらのファイルをバックアップ・ディレクトリーに移動するこ
とができます。 サード・パーティー・アプリケーションでは、この一時ディレ
クトリー内の .jar または .lck ファイルに従属している場合があり、このファイ
ルを後で復元する必要がある場合があります。
rm /tmp/*.jar
rm /tmp/*.lck

2. WB_vrdata または BG_vrdata が一時ディレクトリーに存在する場合は、以下の
コマンドを実行します。
注: オペレーティング・システム定義の一時ディレクトリーは、/tmp または
/var/tmp のいずれかです。これに従って、以下のファイル・パスを変更しま
す。
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rm -rf /tmp/WB__vrdata
rm -rf /tmp/BG__vrdata

注:
v オペレーティング・システム定義の一時ディレクトリーは、/tmp または
/var/tmp のいずれかです。これに従って、ファイル・パスを変更します。
v 次の技術情報に説明されている IBM InfoSphere Information Governance
Catalog が使用する一時ディレクトリーを再配置するようにシステムが構成さ
れていた場合は、次の技術情報の指示に従って、WB__vrdata および
BG__vrdata ディレクトリーに適切な許可を確実に割り当てます。
http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=3291&uid=swg21413637。
3. wasadmin は、レポート作成ワークスペース・ディレクトリー以下に割り当てら
れた、rwx 権限を持つグループのメンバーであるか、または wasadmin を、レポ
ート作成ワークスペース・ディレクトリー以下のオーナーとして設定する必要が
あります。 以下のコマンドを実行して、非 root ユーザーを、レポート作成ワー
クスペース・ディレクトリーのオーナーとして設定します。
cd /tmp
chown -R wasadmin informationServer

注:
v オペレーティング・システム定義の一時ディレクトリーは、/tmp または
/var/tmp のいずれかです。これに従って、ファイル・パスを変更します。
v 技術情報http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=14&uid=swg21317914に説明
されているレポート作成ワークスペース・ディレクトリーを再配置した場合
は、適切な許可をそのディレクトリーに割り当てます。
4. wasadmin 所有権を、InfoSphere Information Server クラスターに関係しているす
べての WebSphere Application Server プロファイルに割り当てます。
注: さまざまなマシンに、複数の WebSphere Application Server プロファイルが
存在する可能性があります。
a. クラスター内のプロファイルごとに、次のコマンドを実行して所有権を非
root ユーザーに変更します。
cd WAS_installation_path/profiles
chown -R wasadmin Custom01

WAS_installation_path は、WebSphere Application Server がインストールされ
ている場所のパスです。 デフォルトのインストール・パスは
/opt/IBM/WebSphere/AppServer です。 Custom01 は、WebSphere Application
Server 下にインストールされている InfoSphere Information Server プロファ
イルのデフォルト名です。 InfoSphere Information Server を Custom01 以外
の名前のプロファイルにインストールする場合は、代わりにそのプロファイ
ル名を使用します。
カスタム・プロファイルごとに、このステップを繰り返します。 (カスタム・
プロファイルは、管理対象ノードのホストである WebSphere Application
Server プロファイルです。)
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b. コマンドを実行して、Deployment Manager プロファイルの非 root ユーザー
に所有権を割り当てます。 この例の場合、プロファイルの名前は Dmgr01
です。
cd WAS_installation_path/profiles
chown -R wasadmin Dmgr01

WAS_installation_path は、WebSphere Application Server がインストールされ
ている場所のパスです。 デフォルトのインストール・パスは
/opt/IBM/WebSphere/AppServer です。 Dmgr01 は、デプロイメント・マネ
ージャー・プロファイルのデフォルトのプロファイル名です。
5. すべての WebSphere Application Server プロセスを wasadmin ユーザーとして開
始して、すべての InfoSphere Information Server プロセスを開始します。 296
ページの『サービスの開始 (Linux、UNIX)』 を参照してください。
重要: InfoSphere Information Server プロセスを再実行すると、ASBAgent は root
として開始されます。このエージェントを非 root ユーザーとして構成するに
は、『IBM InfoSphere Information Server ノード・エージェントを非 root ユー
ザーとして開始』の手順に従う必要があります。
エージェントが一度でも root によって起動されていながら、その後、非 root ユ
ーザーによって開始される場合は、IS_installation_path/ASBNode/logs フォル
ダーに存在する *.out ファイルや *.err ファイルなどのプロセス出力ファイル
を削除して、エージェント・プロセスの新規オーナーがこれらの出力ファイルを
再生成できるようにする必要があります。この状態は、エージェントが非 root
ユーザーとして実行するようにも構成されていて、インストール時に root とし
て再実行された場合に、インストール・プロセスで発生していた可能性がありま
す。
次のタスク
このインストール済み環境でこのタスクを実行するのが初めての場合、必ず、 145
ページの『(クラスター環境) Web サーバー・ディレクトリーおよび plugin-cfg.xml
の所有権の変更』も実行してください。

IBM InfoSphere Information Server ノード・エージェントを非
root ユーザーとして開始
ノード・エージェント (ASB エージェント) は、IBM InfoSphere DataStage アドミ
ニストレーター・ユーザーとして開始できます。 この手順は、InfoSphere
Information Server のインストール済み環境の作成後に行います。追加の製品モジュ
ールまたはフィックスパックの追加後に、この手順を繰り返します。 ステップ 6
から 13 は、ノード・エージェントを root ユーザーとして再始動した後、今度は非
root の InfoSphere DataStage アドミニストレーター・ユーザーとして再度ノード・
エージェントを開始する必要がある場合にも常に再実行する必要があります。

始める前に
以下の手順を実行する前に、システムをバックアップして、必要であればオリジナ
ルの状態に復元できるようにしてください。 269 ページの『第 14 章 IBM
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InfoSphere Information Server のバックアップおよびリストア』を参照してくださ
い。

このタスクについて
以下の手順は、すべてのエンジン層コンピューターで実行します。 root アクセス権
限を持つシステム管理者でなければなりません。
この手順の説明では、デフォルトの InfoSphere Information Server のインストール
場所を使用します。 使用するパスは、異なる場所に InfoSphere Information Server
をインストールしている場合は異なります。
次のディレクトリーは、デフォルトの InfoSphere Information Server のインストー
ル場所です。/opt/IBM/InformationServer

手順
1. 追加の製品モジュールまたはフィックスパックを既存の InfoSphere Information
Server インストール済み環境に追加済みの場合は、ステップ 6 (153 ページ) に
スキップします。フレッシュ・インストールを変更する場合は、ステップ 2 を
続行します。
2. エンジン層を当初にインストールした InfoSphere DataStage アドミニストレー
ター・アカウントが存在することを確認します。 このアカウントが InfoSphere
DataStage 1 次グループに属していることを確認します。 InfoSphere DataStage
アドミニストレーター・アカウントの名前は通常は、dsadm です。 InfoSphere
DataStage 1 次グループの名前は通常は、dstage です。
注: InfoSphere DataStage または IBM InfoSphere Information Analyzer をインス
トールしていない場合は、どのトラステッド・ユーザーでも選択できます。
3.

AIX

/etc/security/limits ファイル内の stack_hard 変数に、ステップ 2
で選択したユーザーに対して -1 が設定されていることを確認します。

4. そのユーザーは一時ディレクトリーに書き込めることを確認します。
5. コンピューターが再始動されたときに非 root ユーザーとして開始するようにノ
ード・エージェントを構成します。 このためには、エンジン層コンピューター
上の ISFAgents ファイルを見つけて内容を変更します。
注: 場所とファイル名はオペレーティング・システムごとに異なりますが、フ
ァイルの内容は同じです。
a. 変更する必要のある ISFAgents ファイルを検索します。
v

HPUX

v

AIX

次のコマンドを実行します。cd /sbin
Linux

Solaris

次のコマンドを実行します。cd /etc

b. 次のコマンドを実行します。find -name "*ISFAgents*"
注: このステップでは、名前にさまざまな接頭部が付いた複数のファイルが
返されることがあります。 一部のファイルは、他のファイルにリンクして
いて、オリジナル・ファイルへの変更が反映されることがあります。 リン
クされたファイルを編集する必要はありません。 メインファイルは通常
は、rc.d/init.d/ISFAgents ディレクトリーにあります。
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c. ファイルの内容を変更します。 ファイルには、以下の行のような情報が含
まれています。
#!/bin/sh
# chkconfig: 2345 85 60
# description: Information Services Framework server.
IS_INIT_D=true;export IS_INIT_D
"/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/bin/NodeAgents.sh" "$@"

これを、以下のように変更します。
#!/bin/sh
# chkconfig: 2345 85 60
# description: Information Services Framework server.
IS_INIT_D=true;export IS_INIT_D
/usr/bin/su - dsadm -c "/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/bin/NodeAgents.sh $*"

注: InfoSphere DataStage または InfoSphere Information Analyzer をインスト
ールしていなかった場合は、ファイル内の dsadm の代わりに、ステップ
2 (152 ページ) で選択された代替ユーザーを指定します。
6. root アクセス権限を持つシステム管理者としてログインします。
7. /opt/IBM/InformationServer/ASBNode/bin ディレクトリーに変更します。
8. 次のコマンドを実行して、ノード・エージェントを停止します。
./NodeAgents.sh stop

注: IBM InfoSphere Information Services Director を使用する場合は、関連ジョ
ブがすべて停止していることを確認します。 通常は、ノード・エージェントを
停止すると、すべての InfoSphere Information Services Director ジョブが停止さ
れます。
9. 残っている root 所有の *.out、*.err、および *.pid ファイルをすべ
て、/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/logs ディレクトリーから削除しま
す。 以前に root としてノード・エージェントを始動した場合は、初めて非
root ユーザーとしてノード・エージェントを始動する前に、必ずこのステップ
を実行する必要があります。
10. /opt/IBM/InformationServer/ASBNode ディレクトリーの所有権を、ステップ
2 (152 ページ) で選択したトラステッド・ユーザーに変更します。所有権を変更
するには、次のコマンドを実行します。
chown -R user /opt/IBM/InformationServer/ASBNode

ここで、user はトラステッド・ユーザーです。
11. dsadm、またはステップ 2 (152 ページ) で選択したユーザーとしてログインしま
す。
12. 次のディレクトリーに変更します。
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/bin
13. 次のコマンドを実行して、ノード・エージェントを開始します。
./NodeAgents.sh start
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次のタスク
システムが正しく構成されていることを確認するには、以下のコマンドを実行しま
す。 コマンドが正常終了したら、システムを再始動してください。その後、コマン
ドを再実行して、スタートアップ・スクリプトが正しく変更されたことを確認しま
す。
v ASB エージェントのデフォルト・ポートが、初期インストール時に指定される
31533 である場合は、次のコマンドを実行します。
netstat -a | grep 3153

エージェントが実行していない場合は、ノード・エージェントを停止して、再開
する必要があります。
v 次のコマンドを実行して、エージェントが指定されたユーザーとして稼働してい
ることを確認します。
ps -ef | grep Agent

Web ベースのアプリケーションからの自動ログイン
IBM InfoSphere Information Server コンソールおよび Web ベースのアプリケーショ
ンのログイン・ページには、次回以降のログイン試行時に自動的にログインできる
ようにするオプションが含まれています。
ユーザー名とパスワードを指定した後に「自動ログイン」オプションを選択して、
IBM InfoSphere Information Server コンソールおよび Web ベースのアプリケーショ
ンに自動的に接続できます。インストール後、「自動ログイン」オプションはデフ
ォルトで有効になります。必ず、ブラウザーの Cookie を使用可能にしてくださ
い。このオプションが有効である場合、前のセッションで「ログアウト」リンクを
クリックしてログアウトしていない限り、同じ URL と同じ Web ブラウザーから
IBM InfoSphere Information Server コンソールに接続すると、自動的にログインされ
ます。
デフォルトでは、ログインの詳細を指定しなくとも 14 日間は IBM InfoSphere
Information Server にログインできます。ただし、IBM InfoSphere Information Server
アドミニストレーターは、ユーザー情報を保存しておく最大日数を変更できます。
この機能を無効にするか、異なるユーザー名とパスワードを使用してログインする
には、「ログアウト」リンクをクリックしてセッションからログアウトする必要が
あります。明示的にセッションからログアウトすると、ブラウザーの Cookie が削
除され、次回ログインする際、ユーザー名とパスワードを指定するようプロンプト
が出されます。

自動ログイン機能の管理
IBM InfoSphere Information Server アドミニストレーター・ユーザーは、iisAdmin
コマンドを使用して、以前にログインしたユーザーの情報を保存する、IBM
InfoSphere Information Server Web ベース・アプリケーションの機能を管理できま
す。
iisAdmin コマンドを使用して、以下のアクティビティーを管理できます。
ログイン情報の保存を有効または無効にする
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v

v

Linux

UNIX

IS_install_path/ASBServer/bin/iisAdmin.sh -set
-key com.ibm.iis.isf.security.RememberMe -value value
Windows

IS_install_path/ASBServer/bin/iisAdmin.bat -set -key
com.ibm.iis.isf.security.RememberMe -value value

このコマンドを使用して、「自動ログイン」オプションを有効または無効に
します。
v オプションを無効にするには、value を false に設定します。
v オプションを有効にするには、value を true に設定します。インストー
ル後、このオプションはデフォルトで有効になっています。
変更を有効にするには、アプリケーション・サーバーを再始動する必要があ
ります。
ログイン情報を保存しておく日数を設定する
v

v

Linux

UNIX

IS_install_path/ASBServer/bin/iisAdmin.sh -set
-key com.ibm.iis.isf.security.RememberMeCookieMaxAge -value time
in seconds
Windows

IS_install_path/ASBServer/bin/iisAdmin.bat -set -key
com.ibm.iis.isf.security.RememberMeCookieMaxAge -value time in
seconds

このコマンドを使用して、「自動ログイン」オプションを選択するユーザー
のログイン情報を保存しておく日数を設定します。これは、次回の新規ログ
インによって Cookie が生成されるかまたは更新されるときに有効になりま
す。
デフォルトでは、ユーザーはログインの詳細を指定しなくとも 14 日間は
IBM InfoSphere Information Server にログインできます。ただし、IBM
InfoSphere Information Server アドミニストレーターは、ユーザー情報を保
存しておく最大日数を任意の値に設定できます。
iisAdmin コマンドの -display オプションを使用すると、「自動ログイン」オプシ
ョンが有効かどうか検証できるほか、ユーザー情報が保存される最大日数も確認で
きます。iisAdmin コマンドについて詳しくは、 170 ページの『iisAdmin コマンド』
を参照してください。

アドミニストレーター・アカウント・パスワードの変更
インストール・プログラムを実行後、インストール時に作成したアドミニストレー
ター・アカウントのパスワードを変更できます。
以下のアドミニストレーター・アカウント・パスワードを変更できます。
v IBM InfoSphere Information Server アドミニストレーター・パスワード
v IBM WebSphere Application Server アドミニストレーター・パスワード
v IBM InfoSphere Information Analyzer 分析データベース・オーナー・アカウント
の証明情報
v IBM DB2 パスワード
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IBM InfoSphere Information Server アドミニストレーター・パ
スワードの変更
InfoSphere Information Server アドミニストレーター・アカウントのパスワードは、
インストール後に変更できます。

このタスクについて
InfoSphere Information Server アドミニストレーター・アカウントは、InfoSphere
Information Server のメイン管理アカウントです。
必要な数の InfoSphere Information Server アドミニストレーター・アカウントを作
成できます。 スイート・アドミニストレーター・ロールが割り当てられているユー
ザーはすべて、InfoSphere Information Server アドミニストレーターです。デフォル
トの IBM WebSphere Application Server アドミニストレーター・アカウントにもこ
のロールがあります。

手順
1. パスワードを変更します。 ユーザー・レジストリー・セットアップに一致する
方式を使用します。
オプション

説明

システムでオペレーティング・システム・ユ
ーザー・レジストリーを使用している場合

標準のオペレーティング・システム・ユーテ
ィリティーを使用してパスワードを変更しま
す。

システムで Lightweight Directory Access
Protocol (LDAP) ユーザー・レジストリーを
使用している場合

LDAP ユーティリティーを使用してパスワー
ドを変更します。

システムで内部ユーザー・レジストリーを使
用している場合

IBM InfoSphere Information Server Web コン
ソール を使用してパスワードを変更しま
す。

2. 変更する証明情報が WebSphere Application Server または IBM DB2 アドミニス
トレーターの証明情報でもある場合、AppServerAdmin コマンドを実行して構成
全体に新規パスワードを伝搬します。 158 ページの『IBM WebSphere
Application Server Network Deployment アドミニストレーター・パスワードの変
更』 および 161 ページの『メタデータ・リポジトリー・データベースおよびス
テージング領域のオーナー・パスワードの変更』 を参照してください。

IBM InfoSphere Information Server Web コンソール を使用した
パスワードの変更
内部ユーザー・レジストリーを使用するようにシステムが構成されている場合は、
IBM InfoSphere Information Server Web コンソール を使用してパスワードを変更し
ます。

始める前に
スイート・アドミニストレーターまたはスイート・コンポーネントのユーザー・パ
スワードを変更するには、スイート・レベルのアドミニストレーター権限が必要で
す。
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このタスクについて
この手順は、以下のすべての説明に当てはまる場合に、パスワードの変更に使用し
ます。
v 内部ユーザー・レジストリーを使用するようにシステムが構成されている。
ローカルのオペレーティング・システム・ユーザー・レジストリーを使用するよ
うにシステムが構成されている場合は、この手順を使用しないでください。 代わ
りに、標準のオペレーティング・システム・ユーティリティーを使用してパスワ
ードを変更します。
システムでは Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) ユーザー・レジスト
リーを使用している場合は、この手順を使用しないでください。代わりに、LDAP
ユーティリティーを使用してパスワードを変更します。
v インストール済み環境に IBM WebSphere Application Server のスタンドアロン・
インプリメンテーションが含まれている場合に、WebSphere Application Server ア
ドミニストレーター・パスワード以外のパスワードを変更する。
スタンドアロン・インプリメンテーションの WebSphere Application Server アド
ミニストレーター・パスワードを変更する場合は、この手順を使用しないでくだ
さい。代わりに、 158 ページの『IBM WebSphere Application Server Network
Deployment アドミニストレーター・パスワードの変更』 の手順に従ってくださ
い。
v IBM InfoSphere Information Server Web コンソール にログインできる。
Web コンソールにログインできない場合は、 176 ページの『DirectoryAdmin ツー
ル』 の説明に従って、DirectoryAdmin ツールを使用してパスワードを変更しま
す。
個々のユーザーは、IBM InfoSphere Information Server Web コンソール にログイン
して、「パスワード変更」リンクをクリックすることによって、そのパスワードを
変更することもできます。

手順
1. IBM InfoSphere Information Server Web コンソール にログインします。管理者
権限を持つアカウントを使用します。
2. Web コンソールで、「管理」タブをクリックします。
3. 「ナビゲーション」ペインで、「ユーザーとグループ」 > 「ユーザー」を選択
します。
4. 「ユーザー」ペインで、WebSphere Application Server アドミニストレーターの
チェック・ボックスを選択します。
5. 右のペインで、「ユーザーを開く」をクリックします。
6. 「パスワード」フィールドに、新規パスワードを入力します。
7. 「確認パスワード」フィールドに、新規パスワードを再入力します。
8. ページの右下隅にある「保存して閉じる」をクリックします。
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IBM WebSphere Application Server Network Deployment ア
ドミニストレーター・パスワードの変更
WebSphere Application Server Network Deployment アドミニストレーター・パスワ
ードの変更手順は、インストール済み環境に WebSphere Application Server クラス
タリングが実装されているかどうかによって異なります。Liberty Profile にはアドミ
ニストレーター・ユーザーがいないため、Liberty Profile にこの手順は適用されませ
ん。

スタンドアロン・インストールでの IBM WebSphere Application
Server アドミニストレーター・パスワードの変更
WebSphere Application Server アドミニストレーターのパスワードは、インストール
後に変更できます。 インプリメンテーションに WebSphere Application Server のス
タンドアロン・インストールが含まれている場合は、以下の手順に従います。

手順
1. WebSphere Application Server を停止します。 288 ページの『IBM WebSphere
Application Server の停止 (Windows)』 または 291 ページの『IBM WebSphere
Application Server の停止 (Linux、UNIX)』 を参照してください。
2. サービス層コンピューターにログインします。 アドミニストレーターの証明情
報を持つアカウントを使用します。
Linux

UNIX

このアカウントには、InfoSphere Information Server インス
トール・ディレクトリー内の ASBServer/bin ディレクトリーにあるツールの実
行許可が必要です。
3. パスワードを変更します。
v 内部ユーザー・レジストリーを使用するようにシステムが構成されている場合
は、DirectoryAdmin コマンドを使用してパスワードを変更します。
Windows

C:¥IBM¥InformationServer¥ASBServer¥bin¥DirectoryAdmin.bat -user
-userid wasadmin -password password
Linux

UNIX

/opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin/DirectoryAdmin.sh -user
-userid wasadmin -password password

このコマンドでは、wasadmin は WebSphere Application Server アドミニスト
レーターのユーザー名で、password は新規パスワードです。
ヒント: -password パラメーターの値は、プレーン・テキストか、encrypt コマ
ンドで作成された暗号化後のストリングのいずれかにすることができます。
WebSphere Application Server アドミニストレーター・パスワードの変更に
IBM InfoSphere Information Server Web コンソール を使用しないでくださ
い。
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v システムではオペレーティング・システム・ユーザー・レジストリーを使用し
ている場合は、標準のオペレーティング・システム・ユーティリティーを使用
してパスワードを変更します。
v システムでは Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) ユーザー・レジス
トリーを使用している場合は、LDAP ユーティリティーを使用してパスワード
を変更します。
4. 構成全体の証明情報を更新するには、-was オプションを指定して
AppServerAdmin コマンドを実行します。
例えば、ユーザー名 wasadmin1 とパスワード mypassword を使用して構成を更
新するには、次のコマンドを実行します。
v

Linux

UNIX

/opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin/AppServerAdmin.sh -was
-user wasadmin1 -password mypassword

v

Windows

C:¥IBM¥InformationServer¥ASBServer¥bin¥AppServerAdmin.bat -was
-user wasadmin1 -password mypassword

ヒント: -password パラメーターはオプションです。指定しない場合は、パスワ
ードを要求するプロンプトが出されます。パスワードを指定する場合は、プレー
ン・テキストを指定するか、encrypt コマンドで作成された暗号化後のストリン
グを指定することができます。
このコマンドでは、WebSphere Application Server ユーザー・レジストリー構成
を更新します。 WebSphere Application Server 管理コンソールを使用する必要は
ありません。
5. WebSphere Application Server を再始動します。 297 ページの『IBM WebSphere
Application Server の開始 (Linux、UNIX)』 または 294 ページの『IBM
WebSphere Application Server の開始 (Windows)』 を参照してください。
6. WebSphere Application Server を再始動すると、使用したメソッドに関係なく、
アプリケーション・サーバーが完全に始動する前に、始動メソッドに制御が戻り
ます。 WebSphere Application Server が始動していることを検証するには、ロ
グ・ファイルをモニターします。 302 ページの『IBM WebSphere Application
Server 始動の状況の確認 (スタンドアロン・インストール)』 を参照してくださ
い。

クラスター・インストールでの IBM WebSphere Application
Server アドミニストレーター・パスワードの変更
WebSphere Application Server アドミニストレーターのパスワードは、インストール
後に変更できます。 ユーザーのインストール済み環境に WebSphere Application
Server クラスタリングが実装されている場合は、以下の手順に従います。

手順
1. ノード・エージェントがすべて稼働していることを確認してください。 IBM
WebSphere Application Server ノード・エージェントの状況の確認を参照してく
ださい。
2. ユーザー・パスワードを変更します。
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v システムでは内部ユーザー・レジストリーを使用している場合は、IBM
InfoSphere Information Server Web コンソール を使用してパスワードを変更し
ます。 156 ページの『IBM InfoSphere Information Server Web コンソール を
使用したパスワードの変更』 を参照してください。
v システムで、Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) またはオペレーテ
ィング・システムのユーザー・レジストリーを使用している場合は、それらの
外部ユーティリティーを使用してパスワードを変更します。スタンドアロン
LDAP レジストリーが使用され、「リポジトリーに保管されているサーバー
ID」オプションが選択されている場合、LDAP レジストリーでパスワードが
変更された後、WebSphere Application Server 管理コンソールの「ユーザーお
よびグループ」 > 「ユーザーの管理」ページのパスワードも更新する必要が
あります。詳しくは、WebSphere Application Server 資料でスタンドアロン
LDAP レジストリー設定を参照してください。
v クラスターで、組み込みの WebSphere Application Server ファイル・ベースの
レジストリーとともにフェデレーテッド・ユーザー・レジストリーを使用して
いる場合は、WebSphere Application Server 管理コンソールの「ユーザーおよ
びグループ」 > 「ユーザーの管理」ページのパスワードを変更します。
3. WebSphere Application Server デプロイメント・マネージャーのホスト・コンピ
ューターにログインします。
v

Linux

UNIX

v

Windows

root としてログインします。

管理者特権を持つアカウントを使用します。

4. パスワードの変更後にすべてのノード・エージェントがまだ稼働していることを
確認してください。 307 ページの『IBM WebSphere Application Server ノー
ド・エージェントの状況の確認』を参照してください。
5. ステップ 2 (159 ページ) のパスワード変更時にいずれかのノード・エージェント
が実行していなかった場合は、パスワードがデプロイメント・マネージャーおよ
びノード・レベルで一致しなくなるため、そのノード・エージェントは開始でき
ません。 この問題を修正するには、WebSphere Application Server syncNode コ
マンドを実行して、ノードとデプロイメント・マネージャーを同期化します。
syncNode コマンドを実行するには、次のようにします。
a. ノードにログインします。
b. syncNode コマンドを実行します。
v

Linux

UNIX

opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/custom_profile/bin/syncNode.sh
dmgr_hostname dmgr_port -user was_admin_username -password
was_admin_password

v

Windows

C:¥IBM¥WebSphere¥AppServer¥profiles¥custom_profile¥bin¥syncNode
dmgr_hostname dmgr_port -user was_admin_username -password
was_admin_password

このコマンドでは、
v dmgr_hostname は、デプロイメント・マネージャーが稼働しているコンピ
ューターのホスト名です。
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v dmgr_port は、デプロイメント・マネージャーのポート番号です (デフォル
トは 8879)。
v was_admin_username は、WebSphere Application Server アドミニストレー
ターのユーザー名です。
v was_admin_password は、アドミニストレーター・パスワードです。
c. ノード・エージェントを再始動します。 294 ページの『IBM WebSphere
Application Server の開始 (Windows)』 および 297 ページの『IBM
WebSphere Application Server の開始 (Linux、UNIX)』 を参照してくださ
い。
6. WebSphere Application Server を再始動すると、使用したメソッドに関係なく、
アプリケーション・サーバーが完全に始動する前に、始動メソッドに制御が戻り
ます。 WebSphere Application Server が始動していることを検証するには、ロ
グ・ファイルをモニターします。 305 ページの『IBM WebSphere Application
Server 始動の状況の確認 (クラスター・インストール)』 を参照してください。

メタデータ・リポジトリー・データベースおよびステージング領域
のオーナー・パスワードの変更
メタデータ・リポジトリー・データベース・オーナー・パスワードまたはステージ
ング領域オーナー・パスワードの変更手順は、インストール済み環境に IBM
WebSphere Application Server クラスタリングが実装されているかどうかによって異
なります。

スタンドアロン IBM WebSphere Application Server インストール
済み環境でのメタデータ・リポジトリー・オーナー・パスワードまた
はステージング領域リポジトリー・オーナー・パスワードの変更
メタデータ・リポジトリー・オーナー・アカウントのパスワードまたはステージン
グ領域リポジトリー・オーナー・アカウントのパスワードは、インストール後に変
更することができます。 インプリメンテーションに WebSphere Application Server
のスタンドアロン・インストールが含まれている場合は、以下の手順に従います。

このタスクについて
メタデータ・リポジトリー・データベース・オーナーのパスワードまたはステージ
ング領域リポジトリー・オーナーのパスワードを変更するには、以下の手順に従い
ます。メタデータ・リポジトリー・データベース・オーナー名およびステージング
領域リポジトリー・ユーザー名は変更できません。

手順
1. WebSphere Application Server を停止します。 288 ページの『IBM WebSphere
Application Server の停止 (Windows)』 または 291 ページの『IBM WebSphere
Application Server の停止 (Linux、UNIX)』 を参照してください。
2. コンピューター上のメタデータ・リポジトリー・オーナー・アカウントのパスワ
ードまたはステージング領域オーナー・アカウントのパスワードを変更します。
v データベースが IBM DB2 内に実装されている場合は、標準のオペレーティ
ング・システム・ユーティリティーを使用してパスワードを変更します。
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v データベースが別のデータベース管理システム内に実装されている場合、パス
ワードの変更の詳細については、そのデータベース管理システムのドキュメン
トを参照してください。
3. サービス層コンピューターにログインします。 アドミニストレーターの証明情
報を持つアカウントを使用します。
Linux

UNIX

このアカウントには、InfoSphere Information Server インス
トール・ディレクトリー内の ASBServer/bin ディレクトリーにあるツールの実
行許可が必要です。
4. AppServerAdmin コマンドを実行して、構成全体のパスワードを更新します。
例えば、パスワード mypassword を使用して構成を更新するには、次のコマンド
を実行します。
v メタデータ・リポジトリー・データベース・オーナー・アカウントのパスワー
ドを更新するには、-db オプションを使用します。例:
–

Linux

UNIX

cd /opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin
./AppServerAdmin.sh -db -user xmeta -password mypassword

–

Windows

cd ¥IBM¥InformationServer¥ASBServer¥bin
AppServerAdmin.bat -db -user xmeta -password mypassword

v ステージング領域リポジトリー・オーナー・アカウントのパスワードを更新す
るには、-dbs オプションを使用します。例:
–

Linux

UNIX

cd /opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin
./AppServerAdmin.sh -dbs -user xmetasr -password mypassword

–

Windows

cd ¥IBM¥InformationServer¥ASBServer¥bin
AppServerAdmin.bat -dbs -user xmetasr -password mypassword

ヒント: -password パラメーターはオプションです。指定しない場合は、パスワ
ードを要求するプロンプトが出されます。パスワードを指定する場合は、プレー
ン・テキストを指定するか、encrypt コマンドで作成された暗号化後のストリン
グを指定することができます。
このコマンドでは、WebSphere Application Server ユーザー・レジストリー構成
を更新します。WebSphere Application Server 管理コンソールを使用する必要は
ありません。
5. WebSphere Application Server を再始動します。 297 ページの『IBM WebSphere
Application Server の開始 (Linux、UNIX)』 または 294 ページの『IBM
WebSphere Application Server の開始 (Windows)』 を参照してください。
6. WebSphere Application Server を再始動すると、使用したメソッドに関係なく、
アプリケーション・サーバーが完全に始動する前に、始動メソッドに制御が戻り
ます。 WebSphere Application Server が始動していることを検証するには、ロ
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グ・ファイルをモニターします。 302 ページの『IBM WebSphere Application
Server 始動の状況の確認 (スタンドアロン・インストール)』 を参照してくださ
い。

クラスター化 IBM WebSphere Application Server インストール済
み環境でのメタデータ・リポジトリー・オーナー・パスワードまたは
ステージング領域リポジトリー・オーナー・パスワードの変更
メタデータ・リポジトリー・オーナー・パスワードまたはステージング領域リポジ
トリー・オーナー・パスワードは、インストール後に変更することができます。ユ
ーザーのインストール済み環境内に IBM WebSphere Application Server クラスタリ
ングが実装されている場合は、以下の手順に従います。

このタスクについて
メタデータ・リポジトリー・データベース・オーナーのパスワードまたはステージ
ング領域リポジトリー・オーナーのパスワードを変更するには、以下の手順に従い
ます。メタデータ・リポジトリー・データベース・オーナー名およびステージング
領域リポジトリー・ユーザー名は変更できません。

手順
1. デプロイメント・マネージャー、ノード・エージェント、およびクラスター・メ
ンバーを含む、すべての WebSphere Application Server プロセスを停止します。
2. コンピューター上のメタデータ・リポジトリー・オーナー・アカウントのパスワ
ードまたはステージング領域リポジトリー・オーナー・アカウントのパスワード
を変更します。
v データベースが IBM DB2 内に実装されている場合は、標準のオペレーティ
ング・システム・ユーティリティーを使用してパスワードを変更します。
v データベースが別のデータベース管理システム内に実装されている場合、パス
ワードの変更の詳細については、そのデータベース管理システムのドキュメン
トを参照してください。
3. WebSphere Application Server デプロイメント・マネージャーのホスト・コンピ
ューターにログインします。
v

Linux

v

Windows

UNIX

root としてログインします。

管理者特権を持つアカウントを使用します。

4. AppServerAdmin コマンドを実行して、構成全体のパスワードを更新します。
例えば、パスワード mypassword を使用して構成を更新するには、次のコマンド
を実行します。
v メタデータ・リポジトリー・データベース・オーナー・アカウントのパスワー
ドを更新するには、-db オプションを使用します。例:
–

Linux

UNIX

cd /opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin
./AppServerAdmin.sh -db -user xmeta -password mypassword

–

Windows
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cd ¥IBM¥InformationServer¥ASBServer¥bin
AppServerAdmin.bat -db -user xmeta -password mypassword

v ステージング領域リポジトリー・オーナー・アカウントのパスワードを更新す
るには、-dbs オプションを使用します。例:
–

Linux

UNIX

cd /opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin
./AppServerAdmin.sh -dbs -user xmetasr -password mypassword

–

Windows

cd ¥IBM¥InformationServer¥ASBServer¥bin
AppServerAdmin.bat -dbs -user xmetasr -password mypassword

ヒント: -password パラメーターはオプションです。指定しない場合は、パスワ
ードを要求するプロンプトが出されます。パスワードを指定する場合は、プレー
ン・テキストを指定するか、encrypt コマンドで作成された暗号化後のストリン
グを指定することができます。
このコマンドでは、WebSphere Application Server ユーザー・レジストリー構成
を更新します。 WebSphere Application Server 管理コンソールを使用する必要は
ありません。
5. デプロイメント・マネージャーを再始動します。 295 ページの『IBM
WebSphere Application Server デプロイメント・マネージャーの開始
(Windows)』 または 299 ページの『IBM WebSphere Application Server デプロ
イメント・マネージャーの開始 (Linux、UNIX)』 を参照してください。
ノード・エージェントとクラスター・メンバーはまだ再始動しないでください。
6. 各管理対象ノードで、WebSphere Application Server syncNode コマンドを実行し
て、ノードとデプロイメント・マネージャーを再同期化します。(文字「⇒」
は、行の継続を表します。)
v

Linux

UNIX

cd /opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/custom_profile/bin
./syncNode.sh dmgr_hostname dmgr_port -user was_admin_username ⇒
-password was_admin_password

v

Windows

cd ¥IBM¥WebSphere¥AppServer¥profiles¥custom_profile¥bin
syncNode.bat dmgr_hostname dmgr_port -user was_admin_username ⇒
-password was_admin_password

このコマンドでは、
v dmgr_hostname は、デプロイメント・マネージャーが稼働しているコンピュー
ターのホスト名です。
v dmgr_port は、デプロイメント・マネージャーのポート番号です (デフォルト
は 8879)。
v was_admin_username は、WebSphere Application Server アドミニストレーター
のユーザー名です。
v was_admin_password は、アドミニストレーター・パスワードです。
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7. ノード・エージェントとクラスター・メンバーを再始動します。 294 ページの
『IBM WebSphere Application Server の開始 (Windows)』 または 297 ページの
『IBM WebSphere Application Server の開始 (Linux、UNIX)』 を参照してくだ
さい。
8. WebSphere Application Server を再始動すると、使用したメソッドに関係なく、
アプリケーション・サーバーが完全に始動する前に、始動メソッドに制御が戻り
ます。 WebSphere Application Server が始動していることを検証するには、ロ
グ・ファイルをモニターします。 305 ページの『IBM WebSphere Application
Server 始動の状況の確認 (クラスター・インストール)』 を参照してください。

分析データベース・オーナー・アカウントの証明情報の変更
IBM InfoSphere Information Analyzer 分析データベース・オーナー・アカウントの証
明情報は、インストール後に変更できます。

始める前に
InfoSphere Information Analyzer アドミニストレーター権限が必要です。

このタスクについて
分析データベース・オーナー・アカウントには、分析データベースに対する所有権
限があります。 デフォルトでは、このアカウントのユーザー名は iauser です。
分析データベース・オーナー・アカウントの証明情報を変更するには、以下の手順
に従います。

手順
1. コンピューター上の分析データベース・オーナーの証明情報を変更します。 デ
ータベースが IBM DB2 内に実装されている場合は、標準のオペレーティング・
システム・ユーティリティーを使用して証明情報を変更します。データベースが
別のデータベース管理システム内に実装されている場合、証明情報の変更の詳細
については、そのデータベース管理システムのドキュメントを参照してくださ
い。
2. IBM InfoSphere Information Server コンソールにログインします。 InfoSphere
Information Analyzer アドミニストレーター権限を持つアカウントのユーザー名
とパスワードを指定します。
3. コンソールの「ホーム」ナビゲーター・メニューから、「構成」 > 「分析設
定」を選択します。 これらの項目が「ホーム」メニューに表示されない場合
は、コンソールからログアウトして、InfoSphere Information Analyzer アドミニ
ストレーター権限を持つアカウントでログインします。
4. 「分析データベース」タブをクリックします。
5. フィールド内の情報を変更します。
6. 「すべて保存」をクリックします。

IBM DB2 パスワードの変更
DB2 アドミニストレーター・アカウントまたは他の DB2 アカウントのパスワード
は、インストール後に変更できます。
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このタスクについて
DB2 アドミニストレーター・アカウントは、IBM InfoSphere Information Server の
DB2 データベース管理システムを所有します。 DB2 は、このアカウントの下で実
行されます。
Linux

UNIX

InfoSphere Information Server インストールでは、非 fenced イ
ンスタンス・ユーザーと fenced ユーザーも必要です。

手順
DB2 パスワードを変更するには、IBM DB2 のドキュメントを参照してください。
v DB2 10.5: publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v10r1/topic/
com.ibm.db2.luw.admin.sec.doc/doc/c0007253.html

管理コマンドおよびツール
管理タスクは、コンソールまたはコマンド・ライン、あるいはその両方から実行で
きます。このセクションでは、構成全体での新規証明情報の更新や構成されている
ユーザー・レジストリーでのユーザーの検索などの管理タスクをコマンド・ライン
から実行する場合に使用したり、セキュリティー構成をトラブルシューティングす
る場合に使用できる IBM InfoSphere Information Server 管理コマンドおよびツール
について記載します。このリストは、すべてを網羅したものではありません。一部
のコマンドは、別のセクションで説明しています。

AppServerAdmin コマンド
アプリケーション・サーバーの管理証明情報、またはリポジトリー証明情報を変更
する場合、AppServerAdmin コマンドを使用して、構成全体の新規証明情報を更新し
ます。

場所
AppServerAdmin コマンドは次の場所にあります。
v

UNIX

v

Windows

Linux

IS_install_path/ASBServer/bin/AppServerAdmin.sh

IS_install_path¥ASBServer¥bin¥AppServerAdmin.bat

基本オプション
AppServerAdmin コマンドのオプションは次のとおりです。
-was オプション
IBM WebSphere Application Server アドミニストレーターのユーザー名とパ
スワードを変更する場合は、このコマンドで WebSphere Application Server
構成全体のユーザー名とパスワードを更新します。
このオプションは、WebSphere Application Server Network Deployment スタ
ンドアロン・インストールにのみ適用されます。クラスター・インストール
または WebSphere Application Server Liberty Profile には適用されません。
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次の場合、スタンドアロン WebSphere Application Server アドミニストレー
ターのユーザー名とパスワードを変更できます。
v WebSphere Application Server 管理コンソールで WebSphere Application
Server ユーザー・レジストリー構成を変更し、現行ユーザー・レジストリ
ーのサーバー ID とパスワードを変更するか、新規ユーザー・レジストリ
ーを構成する場合。
v ユーザー・レジストリーから WebSphere Application Server のアドミニス
トレーターを削除するか、またはアドミニストレーター・ユーザーのパス
ワードを変更するか有効期限が切れた場合。
スタンドアロン WebSphere Application Server のデフォルト・アドミニスト
レーターの証明情報が変更されるたびに、-was オプションを実行する必要
があります。
-db オプション
リポジトリーのユーザー証明情報は、アプリケーション・サーバーが IBM
InfoSphere Information Server メタデータ・リポジトリーに接続するために
使用されます。メタデータ・リポジトリーのユーザー・アカウントは通常
は、「xmeta」と呼ばれます。 リポジトリーのユーザー・パスワードを変更
する場合、使用するデータベースに関係なく、このコマンドでアプリケーシ
ョン・サーバーおよび InfoSphere Information Server 構成全体に渡って、パ
スワードを更新します。
リポジトリーのユーザー・パスワードを変更するたびに、このコマンドを実
行する必要があります。
このコマンドを使用して、メタデータ・リポジトリーの新規ユーザー名を指
定することはできません。ユーザー名は、データベースのスキーマと一致し
ていなければなりません。
-dbs オプション
ステージング・リポジトリーのユーザー証明情報は、アプリケーション・サ
ーバーが IBM InfoSphere Information Server メタデータ・ステージング・
リポジトリーに接続するために使用されます。メタデータ・ステージング・
リポジトリーのユーザー・アカウントは通常は、「xmetasr」と呼ばれます。
ステージング・リポジトリーのユーザー・パスワードを変更する場合、使用
するデータベースに関係なく、このコマンドでアプリケーション・サーバー
および InfoSphere Information Server 構成全体に渡って、パスワードを更新
します。
ステージング・リポジトリーのユーザー・パスワードを変更するたびに、こ
のコマンドを実行する必要があります。
このコマンドを使用して、ステージング・リポジトリーの新規ユーザー名を
指定することはできません。ユーザー名は、データベースのスキーマと一致
していなければなりません。

パスワード・プロンプト
パスワードが表示されないように、暗号化したパスワードを -password オプション
に指定するか、-password オプションを指定せずにコマンドを実行することができ
ます。このオプションを指定しない場合は、パスワードを入力するためのプロンプ
トが出されます (パスワードは表示されません)。確認のため、パスワードを再度入
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力するように要求するメッセージが出されます。暗号化したパスワードを指定する
には、encrypt コマンドで生成されたストリングを使用してください。

完全な構文
AppServerAdminCommand[.sh|.bat]
[-{verbose | v}]
[-{results | res} value ]
[-{log | l} value ]
[-{logerror | error} value ]
[-{loginfo | info} value ]
[-{loglevel | level} value ]
[-{help | ?} ]
[-{changeWasUserInfo | was}]
[-{changeDbUserInfo | db}]
[-{changeDbStagingUserInfo | dbs}]
[-{test | t}]
[-{password | pw} value ]
[-{waitDatabase | w}]
[-{time | tm} value ]
[-{password | pw} value ]
[-{user | ur} value]
[-{waitServer | wsvr} value]

パラメーター
[-{verbose | v}]
ランタイム・ロギング・メッセージを除く、詳細なランタイム出力を表示しま
す。
[-{results | res} value ]
使用可能に設定されたすべてのランタイム出力を指定されたファイルに出力しま
す。
[-{log | l} value ]
指定されたファイルにランタイム・ロギング・メッセージを出力します。 この
オプションは loglevel と共に使用されます。
[-{logerror | error} value ]
すべての ERROR および FATAL の各ランタイム・ロギング・メッセージを指
定されたファイルに出力します。
[-{loginfo | info} value ]
すべての INFO、WARN、DEBUG、および TRACE の各ランタイム・ロギン
グ・メッセージを指定されたファイルに出力します。
[-{loglevel | level} value]
ランタイム・ロギング・メッセージが使用可能なレベル。
[-{help | ?} ]
使用法メッセージを表示します。
[-{changeWasUserInfo | was}]
WebSphere Application Server 構成全体に渡って、新規ユーザー証明情報を更新
します。 このコマンドの実行には、WebSphere Application Server が稼働してい
る必要はありません。 WebSphere Application Server が実行中の場合は、このコ
マンドを実行後、再始動する必要があります。
-user
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新規の WebSphere Application Server ユーザー名です。

-password
オプション。 WebSphere Application Server ユーザーの新規パスワード
です。パスワードは、プレーン・テキストとして指定することも、
encrypt コマンドを使用して暗号化したストリングとして指定すること
もできます。 パスワードを指定しない場合は、パスワードの入力を求
めるプロンプトが出されます。
[-{changeDbUserInfo | db}]
使用するデータベースに関係なく、アプリケーション・サーバー構成および
InfoSphere Information Server 構成全体に渡って、新規ユーザー・パスワードを
更新します。このコマンドを実行するとき、アプリケーション・サーバーは稼働
中である必要はありません。アプリケーション・サーバーが実行中の場合は、こ
のコマンドを実行後、再始動する必要があります。
-user

スキーマ名と一致するリポジトリーのユーザー名。このコマンドを使用
してユーザー名を変更することはできません。

-password
オプション。 リポジトリー・ユーザーの新規パスワード。 パスワード
は、プレーン・テキストとして指定することも、encrypt コマンドを使
用して暗号化したストリングとして指定することもできます。 パスワ
ードを指定しない場合は、パスワードの入力を求めるプロンプトが出さ
れます。
[-{changeDbStagingUserInfo | dbs}]
使用するデータベースに関係なく、アプリケーション・サーバー構成および
InfoSphere Information Server 構成全体に渡って、新規ユーザー・パスワードを
更新します。このコマンドを実行するとき、アプリケーション・サーバーは稼働
中である必要はありません。アプリケーション・サーバーが実行中の場合は、こ
のコマンドを実行後、再始動する必要があります。
-user

スキーマ名と一致するステージング・リポジトリーのユーザー名。この
コマンドを使用してユーザー名を変更することはできません。

-password
オプション。 ステージング・リポジトリー・ユーザーの新規パスワー
ド。パスワードは、プレーン・テキストとして指定することも、encrypt
コマンドを使用して暗号化したストリングとして指定することもできま
す。 パスワードを指定しない場合は、パスワードの入力を求めるプロ
ンプトが出されます。
[-{test | t}]
Metadata Server およびそのリポジトリーへの接続をテストします。
[-{waitDatabase | w}]
SQL リポジトリーが使用可能になるまで待機します。
[-{time | tm} ]
待機する時間 (分単位)。
[-{password | pw} ]
ユーザーのパスワード。
[-{user | ur} ]
ユーザーのユーザー ID。
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[-{waitServer | wsvr}]
アプリケーション・サーバーが使用可能になり、完全に初期設定されるまで待
機します。

iisAdmin コマンド
iisAdmin コマンドを使用して、構成プロパティーを設定します。一部の構成プロパ
ティーは、製品の動作を大きく変更したり、適切に設定されない場合には一部のコ
ンポーネントを壊すおそれがあるため、資料に記載されている構成プロパティーに
対してのみこのコマンドを使用してください。その他のプロパティーを設定する場
合、事前に IBM ソフトウェア・サポート・チームに相談してください。

場所
iisAdmin コマンドは、サービス層の次の場所にインストールされます。
v

Linux

v

Windows

UNIX

IS_install_path/ASBServer/bin/iisAdmin.sh

IS_install_path¥ASBServer¥bin¥iisAdmin.bat

構文
iisAdmin
[-{verbose | v}]
[-{results | res} value ]
[-{log | l} value ]
[-{logerror | error} value ]
[-{loginfo | info} value ]
[-{loglevel | level} value ]
[-{log | l} value]
[-{help | ?} ]
[-{url | url}value]
[-{display | d}]
[-{set | s}]
[-{unset | u}]
[-{key | k} value]*
[-{value | val} value]*
[-{load | loa} value]*

パラメーター
[-{verbose | v}]
ランタイム・ロギング・メッセージを除く、詳細なランタイム出力を表示しま
す。
[-{results | res} value ]
使用可能に設定されたすべてのランタイム出力を指定されたファイルに出力しま
す。
[-{log | l} value ]
指定されたファイルにランタイム・ロギング・メッセージを出力します。 この
オプションは loglevel と共に使用されます。
[-{logerror | error} value ]
すべての ERROR および FATAL の各ランタイム・ロギング・メッセージを指
定されたファイルに出力します。
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[-{loginfo | info} value ]
すべての INFO、WARN、DEBUG、および TRACE の各ランタイム・ロギン
グ・メッセージを指定されたファイルに出力します。
[-{loglevel | level} value]
ランタイム・ロギング・メッセージが使用可能なレベル。
[-{log | l} value]
すべてのランタイム・ロギング・メッセージを示されたファイルに出力します。
このオプションは、loglevel オプションと一緒に使用します。
[-{help | ?} ]
使用法メッセージを表示します。
[-{display | d}]
-key オプションで指定されたプロパティーの値を表示します。複数のプロパテ
ィーを表示するには、-key オプションで * ワイルドカードを使用します。-key
オプションが指定されない場合、すべてのプロパティーが表示されます。複数の
キーを表示するには、複数のキー・オプションを使用します。
[-{set | s}]
プロパティーの値を設定します。複数のプロパティーの値を設定するには、複数
の -set オプションと -key オプションを使用します。各キー/値のペアを設定す
る際は、それぞれが個別のトランザクション単位と見なされます。あるキー/値
のペアが正しく設定されない場合、メッセージがログに記録され、トランザクシ
ョンは他のキー/値のペアに進みます。
[-{unset | u}]
プロパティーの値を削除します。複数のキーを削除するには、複数のキー・オプ
ションを使用します。キーを削除する際は、それぞれが個別のトランザクション
単位と見なされます。あるキーの削除が失敗すると、メッセージがログに記録さ
れ、トランザクションは他のキーの削除に進みます。
[-{key | k} value]*
プロパティーの名前を指定します。複数のキー・オプションを指定できます。
[-{value | val} value]*
プロパティーの値を指定します。複数の値オプションを指定できます。
[-{load | loa} value]*
指定されたプロパティー・ファイルのプロパティーをロードします。複数のロー
ド・オプションを指定して、同時に複数のプロパティー・ファイルをロードでき
ます。あるプロパティー・ファイルのロードに失敗すると、メッセージがログに
記録され、トランザクションは他のプロパティー・ファイルのロードに進みま
す。

Web ベースのアプリケーションからの自動ログイン
IBM InfoSphere Information Server コンソールおよび Web ベースのアプリケーショ
ンのログイン・ページには、次回以降のログイン試行時に自動的にログインできる
ようにするオプションが含まれています。
ユーザー名とパスワードを指定した後に「自動ログイン」オプションを選択して、
IBM InfoSphere Information Server コンソールおよび Web ベースのアプリケーショ
ンに自動的に接続できます。インストール後、「自動ログイン」オプションはデフ
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ォルトで有効になります。必ず、ブラウザーの Cookie を使用可能にしてくださ
い。このオプションが有効である場合、前のセッションで「ログアウト」リンクを
クリックしてログアウトしていない限り、同じ URL と同じ Web ブラウザーから
IBM InfoSphere Information Server コンソールに接続すると、自動的にログインされ
ます。
デフォルトでは、ログインの詳細を指定しなくとも 14 日間は IBM InfoSphere
Information Server にログインできます。ただし、IBM InfoSphere Information Server
アドミニストレーターは、ユーザー情報を保存しておく最大日数を変更できます。
この機能を無効にするか、異なるユーザー名とパスワードを使用してログインする
には、「ログアウト」リンクをクリックしてセッションからログアウトする必要が
あります。明示的にセッションからログアウトすると、ブラウザーの Cookie が削
除され、次回ログインする際、ユーザー名とパスワードを指定するようプロンプト
が出されます。

自動ログイン機能の管理
IBM InfoSphere Information Server アドミニストレーター・ユーザーは、iisAdmin
コマンドを使用して、以前にログインしたユーザーの情報を保存する、IBM
InfoSphere Information Server Web ベース・アプリケーションの機能を管理できま
す。
iisAdmin コマンドを使用して、以下のアクティビティーを管理できます。
ログイン情報の保存を有効または無効にする
v

v

Linux

UNIX

IS_install_path/ASBServer/bin/iisAdmin.sh -set
-key com.ibm.iis.isf.security.RememberMe -value value
Windows

IS_install_path/ASBServer/bin/iisAdmin.bat -set -key
com.ibm.iis.isf.security.RememberMe -value value

このコマンドを使用して、「自動ログイン」オプションを有効または無効に
します。
v オプションを無効にするには、value を false に設定します。
v オプションを有効にするには、value を true に設定します。インストー
ル後、このオプションはデフォルトで有効になっています。
変更を有効にするには、アプリケーション・サーバーを再始動する必要があ
ります。
ログイン情報を保存しておく日数を設定する
v

v
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Linux

UNIX

IS_install_path/ASBServer/bin/iisAdmin.sh -set
-key com.ibm.iis.isf.security.RememberMeCookieMaxAge -value time
in seconds
Windows

IS_install_path/ASBServer/bin/iisAdmin.bat -set -key
com.ibm.iis.isf.security.RememberMeCookieMaxAge -value time in
seconds

このコマンドを使用して、「自動ログイン」オプションを選択するユーザー
のログイン情報を保存しておく日数を設定します。これは、次回の新規ログ
インによって Cookie が生成されるかまたは更新されるときに有効になりま
す。
デフォルトでは、ユーザーはログインの詳細を指定しなくとも 14 日間は
IBM InfoSphere Information Server にログインできます。ただし、IBM
InfoSphere Information Server アドミニストレーターは、ユーザー情報を保
存しておく最大日数を任意の値に設定できます。
iisAdmin コマンドの -display オプションを使用すると、「自動ログイン」オプシ
ョンが有効かどうか検証できるほか、ユーザー情報が保存される最大日数も確認で
きます。iisAdmin コマンドについて詳しくは、 170 ページの『iisAdmin コマンド』
を参照してください。

SessionAdmin コマンド
セッション管理サービスは、アクティブな InfoSphere Information Server セッショ
ンを管理およびモニターするために使用されます。SessionAdmin コマンドを実行す
るには、スイート・アドミニストレーター権限が必要です。

場所
SessionAdmin コマンドは次の場所にあります。
UNIX

v

Linux

IS_install_path/ASBServer/bin/SessionAdmin.sh
IS_install_path/ASBNode/bin/SessionAdmin.sh
v

Windows

IS_install_path¥ASBServer¥bin¥SessionAdmin.bat
IS_install_path¥ASBNode¥bin¥SessionAdmin.bat

構文
SessionAdmin
[-{verbose | v}]
[-{results | res} value ]
[-{log | l} value ]
[-{logerror | error} value ]
[-{loginfo | info} value ]
[-{loglevel | level} value ]
[-{help | ?} ]
[-{url | url} value ]
[-{host | h} value ]
[-{port | p} value ]
[-{user | ur} value ]
[-{password | pw} value ]
[-{authfile | af} value ]
[-{list-user-sessions | lus}]
[-{list-system-sessions | lss}]
[-{kill-user-sessions | kus} ]
[-{kill-system-sessions | kss}]
[-{kill-session | ks} ]*
[-{get-maint-mode | gmm}]
[-{set-maint-mode | smm} value ]
[-{auto_update | au} value]
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パラメーター
[-{verbose | v}]
ランタイム・ロギング・メッセージを除く、詳細なランタイム出力を表示しま
す。
[-{results | res} value ]
使用可能に設定されたすべてのランタイム出力を指定されたファイルに出力しま
す。
[-{log | l} value ]
指定されたファイルにランタイム・ロギング・メッセージを出力します。 この
オプションは loglevel と共に使用されます。
[-{logerror | error} value ]
すべての ERROR および FATAL の各ランタイム・ロギング・メッセージを指
定されたファイルに出力します。
[-{loginfo | info} value ]
すべての INFO、WARN、DEBUG、および TRACE の各ランタイム・ロギン
グ・メッセージを指定されたファイルに出力します。
[-{loglevel | level} value]
ランタイム・ロギング・メッセージが使用可能なレベル。
[-{help | ?} ]
使用法メッセージを表示します。
[-{url | url} value]
protocol://host:port の形式のサーバー URL。プロトコルは、HTTP か HTTPS に
できます。ただし、デフォルトの製品インストール済み環境では、プロトコルと
して HTTPS が必要です。
サンプル URL は「https://localhost:9443」です。
InfoSphere Information Server の接続先を指定する場合、-host オプションと
-port オプションでなく、このオプションを使用してください。
[-{host | h} value ]
InfoSphere Information Server のホスト名。このオプションは推奨されません。
代わりに -url オプションを使用してください。
[-{port | p} value ]
InfoSphere Information Server のポート番号。このオプションは推奨されませ
ん。代わりに -url オプションを使用してください。
[-{user | ur} value ]
このコマンドを実行する管理者ユーザー ID。 これを指定せず、-authfile パラメ
ーターも指定しない場合は、ユーザー ID の入力プロンプトが表示されます。
[-{password | pw} value ]
-user パラメーターに指定された管理者ユーザー ID のパスワード。 -user パラ
メーターを指定しなければ、このパラメーターは指定できません。 -password
パラメーターを指定せずに -user パラメーターを指定した場合は、パスワードの
入力プロンプトが表示されます。
[-{authfile | af} value ]
このコマンドを実行するための管理者ユーザー ID とパスワードを含む証明情
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報ファイルのパス。 -user パラメーターも同時に指定した場合、証明情報ファイ
ルは無視され、パスワードの入力プロンプトが表示されます。
[-{list-user-sessions | lus}]
次の例のように、すべてのユーザー・セッションをリストします。 (文字「⇒」
は、行の継続を表します。)
<admin><5a795986-52a1-426f-8579-8c7af5d3e324><Fri Aug 09 14:55:08 CEST ⇒
2013><Fri Aug 09 14:55:08 CEST 2013><192.0.2.0><WEB>

フォーマットは次のとおりです。
<セッション所有者 ID><セッション ID><セッション作成日><セッション更新
日><システムのホスト名または IP アドレス><セッションのクライアント・タ
イプ>
<セッション所有者 ID>
セッションの所有者または作成者のユーザー ID。
<セッション ID>
固有のセッション ID。
<セッション作成日>
セッションの作成日。
<セッション更新日>
最後のセッション更新が行われた日付。
<システムのホスト名または IP アドレス>
セッションの作成元のシステムのホスト名または IP アドレス。
<セッションのクライアント・タイプ>
セッションのクライアント・タイプ。この情報は、セッションの作成に使用
されたツールを示します。
[-{list-system-sessions | lss}]
<セッション所有者 ID><セッション ID><セッション作成日><セッション更新
日><システムのホスト名または IP アドレス><セッションのクライアント・タ
イプ> の形式で、すべてのシステム・セッションをリストします。
[-{kill-user-sessions | kus} ]
すべてのユーザー・セッションを終了します。終了するユーザー・セッションの
ID を指定する必要があります。
[-{kill-system-sessions | kss}]
すべてのシステム・セッションを終了します。終了するシステム・セッションの
ID を指定する必要があります。
[-{kill-session | ks} ]*
指定されたセッションを終了します。終了するセッションの ID を指定する必
要があります。このパラメーターは、複数回指定できます。このパラメーターを
その他のオプションと一緒に使用することはできません。
[-{get-maint-mode | gmm}]
現行の保守モード設定を表示します。
[-{set-maint-mode | smm} value ]
保守モードを設定します。 許容値は ON または OFF です。
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[-{auto_update | au} value]
新規セッションを指定された頻度 (秒単位) で自動的に更新します。このオプシ
ョンは、いずれかの list オプションと一緒に使用する必要があります。
-auto_update をいずれかのリスト・オプションと一緒に使用すると、現行セッ
ションがリストされ、リストは、追加された新規セッションで定期的に更新され
ます。

DirectoryAdmin ツール
DirectoryAdmin ツールには、メタデータ・リポジトリーと対話して、さまざまな
IBM InfoSphere Information Server ユーザー・レジストリー・タスクを実行するのに
使用できるコマンド・ライン・インターフェースが用意されています。 このツール
とこれらのコマンドは、実動環境にあるシステムのレジストリー構成を変更する場
合の InfoSphere Information Server 内部ユーザー・レジストリーの構成やリポジト
リーのクリーンアップなどの拡張構成、あるいは、タスクのトラブルシューティン
グまたはリカバリーのためにのみ使用してください。
このツールは、InfoSphere Information Server ディレクトリーの ASBServer¥bin ディ
レクトリー (例えば、C:¥IBM¥InformationServer¥ASBServer¥bin) にあります。

IBM InfoSphere Information Server ユーザー・レジストリーにユ
ーザーを作成
IBM InfoSphere Information Server 内部ユーザー・レジストリーにユーザーを作成す
るには、以下のコマンドを使用します。 このコマンドは、トラブルシューティング
またはリカバリーを行う場合、またはドキュメント内の他の手順で指定されている
場合にのみ使用してください。
このコマンドの実行には、アプリケーション・サーバーが稼働している必要はあり
ません。

構文
Windows

DirectoryAdmin.bat -user -userid username -password password
Linux

UNIX

DirectoryAdmin.sh -user -userid username -password password

パラメーター
DirectoryAdmin コマンドに、次のパラメーターを使用できます。
-user
このタスクがユーザーを対象にすることを示すコマンド・ライン・オプション。
-userid username
作成するユーザーの名前を指定します。
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-password password
作成するユーザーのパスワードを指定します。 パスワードは、プレーン・テキ
ストとして指定することも、encrypt コマンドを使用して暗号化したストリング
として指定することもできます。

ユーザー・パスワードの再設定
IBM InfoSphere Information Server 内部ユーザー・レジストリーを使用する場合、こ
のコマンドを使用して、ユーザーの証明情報を設定またはリセットすることができ
ます。 このコマンドは、トラブルシューティングまたはリカバリーを行う場合、ま
たはドキュメント内の他の手順で指定されている場合にのみ使用してください。
このコマンドの実行には、アプリケーション・サーバーが稼働している必要はあり
ません。

構文
Windows

DirectoryAdmin.bat -user -userid username -password password
Linux

UNIX

DirectoryAdmin.sh -user -userid username -password password

パラメーター
DirectoryAdmin コマンドに、次のオプションを使用できます。
-user
このタスクがユーザーを対象にすることを示すコマンド・ライン・オプション。
-userid username
パスワードを再設定する必要のあるユーザーの名前を指定します。
-password password
設定するユーザー・パスワードを指定します。 パスワードは、プレーン・テキ
ストとして指定することも、encrypt コマンドを使用して暗号化したストリング
として指定することもできます。

ユーザーへの IBM InfoSphere Information Server アドミニストレ
ーター・ロールの割り当て
ユーザーに IBM InfoSphere Information Server スイート・アドミニストレーター・
ロールを追加するには、次のコマンドを使用します。 このコマンドは、ユーザー・
レジストリー構成を修正する場合、またはドキュメント内の他の手順で指定されて
いる場合にのみ使用してください。
アプリケーション・サーバーは、checkid オプションも使用されていない限り、この
コマンドを実行するときに稼働中である必要はありません。

構文
Windows

DirectoryAdmin.bat -user -userid username

-admin [-checkid]
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Linux

UNIX

DirectoryAdmin.sh -user -userid username -admin [-checkid]

パラメーター
DirectoryAdmin コマンドに、次のパラメーターを使用できます。
-user
このタスクがユーザーを対象にすることを示すコマンド・ライン・オプション。
-userid username
スイート・アドミニストレーターにするユーザーの名前を指定します。ユーザー
ID の構文は、アプリケーション・サーバーに構成されているユーザー・レジス
トリーのタイプによって異なります。
UNIX 上のローカル OS
UNIX ユーザー ID を指定します。例えば、「isadmin」です。
Windows 上のローカル OS
COMPUTER_NAME¥userid。例えば、MYSERVER¥isadmin です。ここ
で、MYSERVER は Microsoft Windows コンピューターの名前です。
Microsoft Windows コンピューターがドメインに登録されている場合
は、構文は、同様に DOMAIN_NAME¥userid のようになります。名前
は大文字でなければなりません。
LDAP 完全識別名 (DN、distinguished name) を、大/小文字を適切に区別して指
定します。DN の取得についての詳細は、 76 ページの『LDAP 識別名
(DN) の判別』を参照してください。
注: LDAP 完全修飾名などのように、組み立てられる長いユーザー ID のユーザ
ーを追加するには、コマンドを使用するときに、ユーザー ID を二重引用符で
囲んでください。
-admin
InfoSphere Information Server スイート・アドミニストレーター・ロールをユー
ザーに割り当てます。
-checkid
(オプション) 指定されたユーザー ID にスイート・アドミニストレーター・ロ
ールを適用する前に、そのユーザー ID が存在することを確認してください。

構成済みユーザー・レジストリーにユーザーが存在するかどうかの確
認
このコマンドは、構成済みユーザー・レジストリーにユーザー名が存在するかどう
かを確認する場合に使用します。 このコマンドは、トラブルシューティングまたは
リカバリーを行う場合、または資料内の他の手順で指定されている場合にのみ使用
してください。
このコマンドを実行するには、アプリケーション・サーバーが稼働している必要が
あります。
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構文
Windows

DirectoryAdmin.bat -user -userid username -checkid [-admin]
Linux

UNIX

DirectoryAdmin.sh -user -userid username -checkid [-admin]

パラメーター
DirectoryAdmin コマンドに、次のオプションを使用できます。
-user
このタスクがユーザーを対象にすることを示すコマンド・ライン・オプション。
-userid username
検索対象のユーザー名を指定します。ユーザー ID の構文は、アプリケーショ
ン・サーバーに構成されているユーザー・レジストリーのタイプによって異なり
ます。
UNIX 上のローカル OS
UNIX ユーザー ID を指定します。例えば、「isadmin」です。
Windows 上のローカル OS
COMPUTER_NAME¥userid。例えば、MYSERVER¥isadmin です。ここ
で、MYSERVER は Microsoft Windows コンピューターの名前です。
Microsoft Windows コンピューターがドメインに登録されている場合
は、構文は、同様に DOMAIN_NAME¥userid のようになります。名前
は大文字でなければなりません。
LDAP 完全識別名 (DN、distinguished name) を、大/小文字を適切に区別して指
定します。DN の取得についての詳細は、 76 ページの『LDAP 識別名
(DN) の判別』を参照してください。
注: LDAP 完全修飾名などの長い構成されたユーザー ID を持つユーザーを含め
るには、コマンドを使用するときに、ユーザー ID を二重引用符で囲みます。
-checkid
セキュリティー・ディレクトリーにユーザーを作成または更新する前に、指定さ
れたユーザー ID が構成済みディレクトリーに既に存在することを確認してく
ださい。
-admin
(オプション) ユーザーへの IBM InfoSphere Information Server スイート・アド
ミニストレーター・ロールの割り当ては、そのユーザーが存在する場合に行いま
す。

内部ユーザー・レジストリーを使用するように IBM InfoSphere
Information Server ユーザー・レジストリーを構成する
このコマンドを使用すると、IBM InfoSphere Information Server ユーザー・レジスト
リーは内部ユーザー・レジストリーを指します。
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このコマンドの実行には、アプリケーション・サーバーが稼働している必要はあり
ません。 アプリケーション・サーバーが稼働中の場合、これらの変更を有効にする
には、再始動する必要があります。
このコマンドはトラブルシューティングのためにのみ使用してください。 アプリケ
ーション・サーバーの始動時に自動構成メカニズムになんらかのエラーがあった場
合は、DirectoryAdmin コマンドを使用して強制的にプロバイダーを変更できます。
このコマンドは、リカバリーまたは解決のメカニズムとして使用できます。

構文
Windows

DirectoryAdmin.bat -set_provider ISF
Linux

UNIX

DirectoryAdmin.sh -set_provider ISF

パラメーター
DirectoryAdmin コマンドに、次のオプションを使用できます。
-set_provider
アクティブするプロバイダーを設定するコマンド・ライン・オプション。
ISF
内部ユーザー・レジストリーを使用するように InfoSphere Information Server ユ
ーザー・レジストリーをツールで構成する必要があることを示します。

アプリケーション・サーバー・レジストリーを使用するように IBM
InfoSphere Information Server ユーザー・レジストリーを構成する
このコマンドを使用すると、IBM InfoSphere Information Server ユーザー・レジスト
リーはアプリケーション・サーバー・レジストリーを指します。
このコマンドの実行には、アプリケーション・サーバーが稼働している必要はあり
ません。 稼働中の場合は、これらの変更を有効にするために、再始動する必要があ
ります。
このコマンドはトラブルシューティングのためにのみ使用してください。アプリケ
ーション・サーバーの始動時に自動構成メカニズムに何らかのエラーがあった場合
は、DirectoryAdmin コマンドを使用して強制的にプロバイダーを変更できます。
このコマンドは、リカバリーまたは解決のメカニズムとして使用できます。

構文
Windows

DirectoryAdmin.bat -set_provider J2EE
Linux

UNIX

DirectoryAdmin.sh -set_provider J2EE
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パラメーター
DirectoryAdmin コマンドに、次のオプションを使用できます。
-set_provider
アクティブするプロバイダーを設定するコマンド・ライン・オプション。
J2EE
アプリケーション・サーバー・ユーザー・レジストリーを使用するように
InfoSphere Information Server ユーザー・レジストリーをツールで構成する必要
があることを示します。

IBM InfoSphere Information Server ユーザー・レジストリーから
のユーザーの削除
このコマンドは、IBM InfoSphere Information Server ユーザー・レジストリーからユ
ーザーを削除する場合に使用します。 このコマンドは、InfoSphere Information
Server ユーザー・レジストリー内のすべてのユーザーを削除します。 LDAP などの
外部ユーザー・レジストリーを使用している場合、このコマンドは、内部リポジト
リーに作成されたユーザーのプロキシーとそのロール割り当てのみを削除します。
このコマンドの実行には、アプリケーション・サーバーが稼働している必要はあり
ません。 このコマンドは、トラブルシューティングまたはリカバリーのためにのみ
使用してください。
このコマンドは、システムが実動環境に移動した後にユーザー・レジストリー構成
を変更する場合に使用できます。 このコマンドは、すべてのユーザーのセキュリテ
ィー設定をすべて削除します。 その後、別のユーザー・レジストリーに安全に切り
替えることができます。
重要: このコマンドは、InfoSphere Information Server ユーザー・レジストリー内の
すべてのユーザーを削除します。 IBM InfoSphere Information Server Web コンソー
ル から、ユーザーを選択して削除できます。
このコマンドはトラブルシューティングのためにのみ使用してください。

構文
Windows

DirectoryAdmin.bat -delete_users
Linux

UNIX

DirectoryAdmin.sh -delete_users

パラメーター
DirectoryAdmin コマンドに、次のオプションを使用できます。
-delete_users
IBM InfoSphere Information Server ユーザー・レジストリー内のすべてのユーザ
ーを削除します。
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IBM InfoSphere Information Server ユーザー・レジストリーから
のグループの削除
このコマンドは、IBM InfoSphere Information Server ユーザー・レジストリーからグ
ループを削除する場合に使用します。 このコマンドは、InfoSphere Information
Server ユーザー・レジストリー内のすべてのグループを削除します。 LDAP などの
外部レジストリーを使用している場合、このコマンドは、内部リポジトリーに作成
されたグループのプロキシーとそのロール割り当てのみを削除します。
このコマンドの実行には、アプリケーション・サーバーが稼働している必要はあり
ません。 このコマンドは、トラブルシューティングまたはリカバリーのためにのみ
使用してください。
このコマンドは、システムが実動環境に移動した後にユーザー・レジストリー構成
を変更する場合に使用できます。 このコマンドは、すべてのグループのセキュリテ
ィー設定をすべて削除します。これにより、別のレジストリーに安全に切り替える
ことができます。
重要: このコマンドは、InfoSphere Information Server ユーザー・レジストリー内の
すべてのグループを削除します。 IBM InfoSphere Information Server Web コンソー
ル から、グループを選択して削除できます。
このコマンドはトラブルシューティングのためにのみ使用してください。

構文
Windows

DirectoryAdmin.bat -delete_groups
Linux

UNIX

DirectoryAdmin.sh -delete_groups

パラメーター
DirectoryAdmin コマンドに、次のオプションを使用できます。
-delete_groups
InfoSphere Information Server ユーザー・レジストリー内のすべてのグループを
削除します。

構成済みユーザー・レジストリー内のユーザーの検索
このコマンドを使用して、ユーザー名の基準を指定し、構成済みのユーザー・レジ
ストリー内でその基準に合致するユーザーのリストを返します。このコマンドは、
トラブルシューティングまたはリカバリーのためにのみ使用してください。
このコマンドを実行するには、IBM WebSphere Application Server が稼働している
必要があります。
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構文
Windows

DirectoryAdmin.bat -user -search -idp userid_pattern -max_count maxcount
Linux

UNIX

DirectoryAdmin.sh -user -search -idp userid_pattern -max_count maxcount

パラメーター
DirectoryAdmin コマンドに、次のオプションを使用できます。
-user
このタスクがユーザーを対象にすることを示すコマンド・ライン・オプション。
-search
DirectoryAdmin コマンドで検索を実行することを、指定します。
-idp
検索対象のユーザー名パターンを指定します。パターンには、完全なユーザー名
が含まれるか、あるいは完全なユーザー名を使用しない場合は、先頭または末尾
にアスタリスク (*) を追加してユーザー名の一部が含まれている必要がありま
す。例えば、DirectoryAdmin -user -search -idp a* -max_count 4 を使用する
と、ユーザー名が「a」で始まるすべてのユーザーを検索します。
-max_count
検索の一環として返されるユーザーの数を制限します。

構成済みユーザー・レジストリー内のグループの検索
このコマンドを使用して、グループ名の基準を指定し、構成済みのユーザー・レジ
ストリー内でその基準に合致するグループのリストを返します。 このコマンドは、
トラブルシューティングまたはリカバリーのためにのみ使用してください。
このコマンドを実行するには、IBM WebSphere Application Server が稼働している
必要があります。

構文
Windows

DirectoryAdmin.bat -group -search -idp groupid_pattern -max_count maxcount
Linux

UNIX

DirectoryAdmin.sh -group -search -idp groupid_pattern -max_count maxcount

パラメーター
DirectoryAdmin コマンドに、次のオプションを使用できます。
-group
このタスクがグループを対象にすることを示すコマンド・ライン・オプション。
-search
DirectoryAdmin コマンドで検索を実行することを、指定します。
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-idp
検索対象のグループ ID パターンを指定します。このパターンには、完全なグ
ループ名が含まれるか、あるいは、完全なグループ名を使用しない場合は、先頭
または末尾にアスタリスク (*) を追加してグループ名の一部が含まれている必
要があります。例えば、「-idp group*」と設定すると、「groupname」または
「grouplogin」など、「group」で始まるすべてのグループが返されます。
-max_count
検索の一環として返されるグループの数を制限します。

ユーザー詳細の表示
このコマンドを使用して、ユーザーについての詳細情報 (例えば、ユーザー名また
はユーザーが属するグループに割り当てられたセキュリティー・ロールなど) を照
会します。 このコマンドは、トラブルシューティングまたはリカバリーのためにの
み使用してください。
このコマンドを実行するには、アプリケーション・サーバーが稼働している必要が
あります。

構文
Windows

DirectoryAdmin.bat -user -userid username -display
Linux

UNIX

DirectoryAdmin.sh -user -userid username -display

パラメーター
DirectoryAdmin コマンドに、次のオプションを使用できます。
-user
このタスクがユーザーを対象にすることを示すコマンド・ライン・オプション。
-userid username
詳細をルックアップする対象のユーザー名を指定します。ユーザー ID の構文
は、アプリケーション・サーバーに構成されているユーザー・レジストリーのタ
イプによって異なります。
UNIX 上のローカル OS
UNIX ユーザー ID を指定します。例えば、「isadmin」です。
Windows 上のローカル OS
COMPUTER_NAME¥userid。例えば、MYSERVER¥isadmin です。ここ
で、MYSERVER は Microsoft Windows コンピューターの名前です。
Microsoft Windows コンピューターがドメインに登録されている場合
は、構文は、同様に DOMAIN_NAME¥userid のようになります。名前
は大文字でなければなりません。
LDAP 完全識別名 (DN、distinguished name) を、大/小文字を適切に区別して指
定します。 DN の取得についての詳細は、 76 ページの『LDAP 識別名
(DN) の判別』を参照してください。
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注: LDAP 完全修飾名のように長い構成されたユーザー ID のユーザーを追加す
るには、ツールを使用するときに、ユーザー ID を二重引用符で囲みます。
-display
ユーザー名に関連付けられた詳細情報を表示します。

DirectoryAdmin ツールを使用したトラブルシューティングの例
IBM InfoSphere Information Server を管理している間に次の問題が発生した場合は、
DirectoryAdmin ツールを使用すると、問題を判別して対処するのに役立ちます。

失われたユーザー・パスワード
この例は、内部ユーザー・レジストリー構成にのみ適用できます。 コマンド・ライ
ンから、次のコマンドを入力します。
DirectoryAdmin.bat -user -userid admin_user_id -password new_password

パスワードは、プレーン・テキストとして指定することも、encrypt コマンドを使用
して暗号化したストリングとして指定することもできます。
注: 複数の InfoSphere Information Server スイート・アドミニストレーターが存在す
る場合は、代わりにいずれかのアドミニストレーターに、IBM InfoSphere
Information Server Web コンソール にログインして失われたユーザー・パスワード
を IBM InfoSphere Information Server Web コンソール でリセットするよう依頼で
きます。

ユーザー・レジストリー構成が機能しておらず、IBM InfoSphere
Information Server Web コンソールにログインできない
IBM InfoSphere Information Server 内部ユーザー・レジストリーを使用するようにユ
ーザー・レジストリー構成をリセットするには、次のようにします。
1. コマンド・ラインから次のコマンドを入力して、InfoSphere Information Server
内部ユーザー・レジストリーを使用するように InfoSphere Information Server を
設定します。
DirectoryAdmin.bat -set_provider ISF

2. 次のコマンドを使用して、デフォルトの InfoSphere Information Server スイー
ト・アドミニストレーター・ユーザーを作成します。
DirectoryAdmin.bat -user -userid default_isadmin_userid -password password
-admin

パスワードは、プレーン・テキストとして指定することも、encrypt コマンドを
使用して暗号化したストリングとして指定することもできます。
3. IBM WebSphere Application Server 管理コンソールにログインし、InfoSphere
Information Server 内部ユーザー・レジストリーを使用するようにアプリケーシ
ョン・サーバー・ユーザー・レジストリーを設定します。
アプリケーション・サーバー・ユーザー・レジストリーを使用するようにユーザ
ー・レジストリー構成をリセットするには、次のようにします。
1. アプリケーション・サーバー・ユーザー・レジストリーが、ローカルのオペレー
ティング・システム・ユーザー・レジストリーまたは選択した LDAP ユーザ
ー・レジストリーを使用するように構成されていることを確認します。
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2. コマンド・ラインから次のコマンドを入力して、アプリケーション・サーバー・
ユーザー・レジストリーを使用するように InfoSphere Information Server を設定
します。
DirectoryAdmin.bat -set_provider J2EE

3. 次のコマンドを入力することにより、必要なセキュリティー・ロールをユーザー
に割り当てて、そのユーザーをデフォルトの InfoSphere Information Server スイ
ート・アドミニストレーターにします。
DirectoryAdmin.bat -user -userid default_isadmin -admin

デフォルトの InfoSphere Information Server アドミニストレーター・ユーザーの
構文は、アプリケーション・サーバーに構成されているユーザー・レジストリー
によって異なります。
UNIX 上のローカル OS
UNIX ユーザー ID を指定します。例えば、「isadmin」です。
Windows 上のローカル OS
COMPUTER_NAME¥userid。例えば、MYSERVER¥isadmin です。ここ
で、MYSERVER は Microsoft Windows コンピューターの名前です。
Microsoft Windows コンピューターがドメインに登録されている場合
は、構文は、同様に DOMAIN_NAME¥userid のようになります。名前は
大文字でなければなりません。
LDAP 完全識別名 (DN、distinguished name) を、大/小文字を適切に区別して指
定します。 DN の取得についての詳細は、 76 ページの『LDAP 識別名
(DN) の判別』を参照してください。

DirectoryCommand ツール
DirectoryCommand ツールを使用して、Web コンソールから実行できるものと同じ
操作をいくつか実行できます。 このツールを使用して、ユーザーの追加、グループ
の追加、グループへのユーザーの追加、ユーザーへのロールの追加、グループへの
ロールの追加などを行うことができます。

使用法
サービス層では、コマンドは次の場所にインストールされます。
v

Linux

v

Windows

UNIX

IS_install_path/ASBServer/bin/DirectoryCommand.sh

IS_install_path¥ASBServer¥bin¥DirectoryCommand.bat

エンジン層とクライアント層では、コマンドは次の場所にインストールされます。
v

Linux

v

Windows

UNIX

IS_install_path/ASBNode/bin/DirectoryCommand.sh

IS_install_path¥ASBNode¥bin¥DirectoryCommand.bat

このコマンドには、別々の操作を制御するさまざまなオプションがあります。この
ツールは、複数の操作の同時指定をサポートします。 例えば、-add_user オプショ
ンと -add_group オプションの両方を同時に指定してツールを実行できます。 -file
オプションを使用して操作をバッチで実行することも、スクリプト内で操作を実行
することもできます。 このトピックの最後に示す例を参照してください。
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構文
DirectoryCommand
[-{add_ds_credentials | ds_cred} value]
[-{add_group | a_grp} value]*
[-{add_user | a_usr} value]*
[-{add_users_group | a_usr_grp} value]*
[-{assign_group_roles | grp_roles} value]*
[-{assign_user_roles | usr_roles} value]*
[-{assign_project_group_roles | proj_grp_roles} value]
[-{assign_project_user_roles | proj_usr_roles} value]
[-authfile value]
[-{datastage_server | ds_svr} value]
[-{delete_group | del_grp} value]
[-{delete_user | del_usr} value]
[-{details | det}]
[-{file | f} value]
[-force]
[-{get_default_ds_credentials | get_dflt_ds_cred}]
[-{help | ?}]
[-host value]
[-list value]
[-{log | l} value]
[-{logerror | error} value]
[-{loginfo | info} value]
[-{loglevel | level} value]
[-{password | pwd} value]
[-port value]
[-primary]
[-{remove_group_roles | rm_grp_roles} value]
[-{remove_project_group_roles | rm_proj_grp_roles} value]
[-{remove_project_user_roles | rm_proj_usr_roles} value]
[-{remove_user_roles | rm_usr_roles} value]
[-{remove_users_group | rm_usr_grp} value]
[-{results | res} value]
[-{separator | sep} value]
[-{set_default_ds_credentials | set_dflt_ds_cred} value]
[-{set_shared_registry | shr_reg} value]
[-{sub_list_separator | sub_list_sep} value]
[-{update_group | upd_grp} value]
[-{update_user | upd_usr} value]
[-{user | usr} value]
[-{verbose | v}]

パラメーター
コマンド・パラメーターの構文
パラメーターの {x | y} 構文は、長い形式のパラメーター (x) またはショー
トカット・パラメーター名 (y) のいずれかを入力できることを示します。
value は、値を指定しなければならないことを示します。その後の各パラメ
ーターの説明は、パラメーターおよび関連した値の構文を示します。仕様の
アスタリスク (*) は、同じコマンド・ラインでそのコマンド・パラメーター
を何度も繰り返せることを意味します。
値リストとサブリスト
稼働パラメーターのほとんどに、リストとサブリストからなる値が指定され
ます。
v 構文の値リストで、[~value]* は、示された値を区切り文字 (デフォルト
ではチルド (~)) で区切ったリストを指定できることを意味します。この
指定は任意です。
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v リストは、文字で区切られた値のセットです。この文字は、デフォルトで
はチルド (~) です。 リストによっては、リスト内の値の位置によって、
実際に割り当てられる値が決定されることがあります (例え
ば、-add_group オプションや -add_user オプションなど)。 値の列のうち
の一部の値を割り当てない場合は、位置を判別できるように、次のように
リストの値ごとに少なくとも区切り文字だけは指定する必要があります。
ただし、末尾に区切り文字が続くことになる場合は省略してください。
ListValue1~ListValue2~~~ListValue5

例えば、新規ユーザーを追加してユーザー ID、パスワード、姓、名前、
役職、および勤務先電話番号を割り当てる場合は、次のリストを使用しま
す。
-add_user "jsmith~pa55word~John~Smith~DS Admin~~~~~408-555-0122"

v サブリストも同様に、特定の文字で区切られた値のセットです。サブリス
トがリストと異なる点は、サブリストに別の文字で区切られた別のサブリ
ストが付随することです。この文字は、デフォルトではドル記号 ($) で
す。サブリストの場合、値は定位置ではありません。 各サブリストの値
は、付随するサブリストの値に割り当てられます。
Sublist1Value1~Sublist1Value2$Sublist2Value1$Sublist3Value1~Sublist3Value2

例えば、次のサブリストは、右側のサブリストのロールを、左側のサブリ
ストのユーザーに割り当てるために使用されます。
-assign_user_roles adminUser$SuiteUser~DataStageAdmin

注: Linux および UNIX では、ドル記号 ($) は円記号 (¥) でエスケープ
する必要がある特殊文字です。上記の例は、次のように指定されます。
Sublist1Value1~Sublist1Value2¥$Sublist2Value1¥$Sublist3Value1~Sublist3Value2

あるいは、リスト全体を引用符 (") の中に指定することもできます。
"Sublist1Value1~Sublist1Value2$Sublist2Value1$Sublist3Value1~Sublist3Value2"

[-{add_ds_credentials | ds_cred} value ]
1 つ以上のユーザー証明情報を、エンジンに対する指定されたオペレーティン
グ・システム・ユーザー証明情報にマップします。このエンジン
は、-datastage_server パラメーターを使用してこのパラメーターと一緒に指定す
る必要があります。値は、次のような構文で 1 つのストリングとして指定しま
す。
userID[~userID]*$credUserID~credPassword

値には少なくとも 1 つのサブリスト区切り文字 ($) が含まれている必要があり
ます。 複数のユーザー ID が指定されている場合は、これらのユーザーすべて
に指定した証明情報が割り当てられます。 パスワード値は、プレーン・テキス
トとして指定することも、encrypt コマンドを使用して暗号化されたテキストと
して指定することもできます。
証明情報を消去するには、credUserId または credPassword のいずれかの値とし
て引用符で囲んだ感嘆符 ("!") を渡します。
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[-{add_group | a_grp} value]*
グループを作成します。 このオプションは複数回繰り返して指定できます。値
は、次のような構文で 1 つのストリングとして指定します。
groupId~name~groupType~webAddress
~location~officePhoneNumber~cellPhoneNumber
~pagerNumber~faxNumber~emailAddress
~businessAddress~organization

値の各項目には、少なくとも 1 つの区切り文字 (~) が含まれている必要があり
ます。
[-{add_user | a_usr} value]*
ユーザーを作成します。 このオプションは複数回繰り返して指定できます。値
は、次のような構文で 1 つのストリングとして指定します。
userId~password~firstName~lastName
~title~jobTitle~homePhoneNumber~imName
~location~officePhoneNumber~cellPhoneNumber
~pagerNumber~faxNumber~emailAddress
~businessAddress~organization

値の各項目には、少なくとも 1 つの区切り文字 (~) が含まれている必要があり
ます。パスワード値は、プレーン・テキストとして指定することも、encrypt コ
マンドを使用して暗号化されたテキストとして指定することもできます。
[-{add_users_group | a_usr_grp} value]*
グループにユーザーを追加します。 このオプションは複数回繰り返して指定で
きます。 値は、次のような構文で 1 つのストリングとして指定します。
userId[~userId]*$groupId[~groupId]*

値には少なくとも 1 つのサブリスト区切り文字 ($) が含まれている必要があり
ます。 複数の項目を含むサブリストの場合は、一方のサブリストの各項目が、
他方のサブリストの各項目に割り当てられます。
[-{assign_group_roles | grp_roles} value]*
グループにロールを割り当てます。 このオプションは複数回繰り返して指定で
きます。 値は、次のような構文で 1 つのストリングとして指定します。
groupId[~groupID]*$roleID[~roleID]*

値には少なくとも 1 つのサブリスト区切り文字 ($) が含まれている必要があり
ます。 複数の項目を含むサブリストの場合は、一方のサブリストの各項目が、
他方のサブリストの各項目に割り当てられます。
[-{assign_user_roles | usr_roles} value]*
役割をユーザーに割り当てます。 このオプションは複数回繰り返して指定でき
ます。 値は、次のような構文で 1 つのストリングとして指定します。
userId[~userId]*$roleId[~roleId]*

値には少なくとも 1 つのサブリスト区切り文字 ($) が含まれている必要があり
ます。 複数の項目を含むサブリストの場合は、一方のサブリストの各項目が、
他方のサブリストの各項目に割り当てられます。
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[-{assign_project_group_roles | proj_grp_roles} value]
プロジェクト・グループ・ロールを割り当てます。 このオプションは複数回繰
り返して指定できます。 値は、次のような構文で 1 つのストリングとして指定
します。
projectName[~projectName]*$groupId[~groupId]*$roleId

この値は、サブリスト区切り文字 ($) を 2 つ含んでいます。複数の項目を含む
サブリストの場合は、それぞれのサブリストの各項目が、他のサブリストの各項
目に割り当てられます。 projectName の値には大/小文字の区別があり、
DSServer/projectID の形式で指定する必要があります。ここで、DSServer は登録
済みのエンジン名に一致していなければなりません。名前は、短縮ホスト名とし
て登録するか、ドメインを含む完全修飾ホスト名として登録することができま
す。いずれの方法で登録している場合も、ここではそのとおりに指定する必要が
あります。-list DSPROJECTS オプションを使用して、プロジェクト名のリスト
を表示できます。 roleID は InfoSphere DataStage プロジェクト・ロールでなけ
ればなりません。
[-{assign_project_user_roles | proj_usr_roles} value]
プロジェクト・ユーザー・ロールを割り当てます。 このオプションは複数回繰
り返して指定できます。 値は、次のような構文で 1 つのストリングとして指定
します。
projectName[~projectName]*$userId[~userId]*$roleId

この値は、サブリスト区切り文字 ($) を 2 つ含んでいます。複数の項目を含む
サブリストの場合は、それぞれのサブリストの各項目が、他のサブリストの各項
目に割り当てられます。 projectName の値には大/小文字の区別があり、
DSServer/projectID の形式で指定する必要があります。ここで、DSServer は登録
済みのエンジン名に一致していなければなりません。名前は、短縮ホスト名とし
て登録するか、ドメインを含む完全修飾ホスト名として登録することができま
す。いずれの方法で登録している場合も、ここではそのとおりに指定する必要が
あります。-list DSPROJECTS オプションを使用して、プロジェクト名のリスト
を表示できます。 roleID は InfoSphere DataStage プロジェクト・ロールでなけ
ればなりません。
[-authfile value]
このコマンドを実行する管理者ユーザー ID の証明情報として、指定した証明
情報ファイルを使用します。 -authfile オプション、または -user オプションと
-password オプションが必要です。
[-{datastage_server | ds_svr} value]
共有レジストリーを設定するとき、およびエンジン証明情報を設定および取得す
るときに使用する、InfoSphere Information Server エンジンのホスト名または構
成済みの別名を指定します。値にスラッシュ文字 (/) が含まれていてはなりませ
ん。 IBM InfoSphere Information Server に登録されているエンジンと照らし合
わせて、この値の妥当性が検査されます。
次のパラメーターを使用する場合は、この -datastage_server パラメーターを
指定する必要があります。
v -add_ds_credentials
v -get_default_ds_credentials

190

管理ガイド

v -set_default_ds_credentials
v -set_shared_registry
[-{delete_group | del_grp} value]
既存のグループを削除します。 値は、次のような構文で 1 つのストリングとし
て指定します。
groupID[~groupID]*

-force オプションが指定されていなければ、削除の確認を求めるプロンプトが出
されます。 指定されたグループが存在しない場合、そのグループは無視されま
す。
[-{delete_user | del_usr} value]
既存のユーザーを削除します。 値は、次のような構文で 1 つのストリングとし
て指定します。
userID[~userID]*

-force オプションが指定されていなければ、削除の確認を求めるプロンプトが出
されます。 指定されたユーザーが存在しない場合、そのユーザーは無視されま
す。
[-{details | det}]
USERS および GROUPS の -list オプションと一緒に使用した場合に、出力に
追加情報を表示します。
ユーザーの場合は、以下の情報が出力されます。
v 詳細なユーザー情報
v ユーザーがメンバーとなっているグループ
v ユーザーに割り当てられているスイート・ロールおよびプロダクト・ロール
v このユーザーの、マップされているエンジン証明情報
グループの場合は、以下の情報が出力されます。
v 詳細なグループ情報
v グループに割り当てられているスイート・ロールおよびプロダクト・ロール
[-{file | f} value]
ファイルからコマンドを読み取ります。 -file オプションを指定すると、指定し
たその他のコマンド・オプションは無視されます。 -file オプションの使用例に
ついては、このトピックの最後を参照してください。 file オプションを使用し
て多数のユーザーをロードする場合は、サーバーのタイムアウトを防ぐために、
各ファイルに含まれるユーザー数がおよそ 100 になるようにユーザーを分割し
てください。
ファイルの中では、コマンドをそれぞれ別個の行に指定し、各コマンドの末尾に
セミコロン (;) を記述する必要があります。これは、追加の必須指定のオプショ
ン (-separator、-sublist_separator、-datastage_server、-details、-force など) がある
コマンド・オプションの場合にも当てはまります。これらのオプションがあるコ
マンドも、それぞれ別個の行に記述し、行をセミコロンで終了する必要がありま
す。これらに指定した値は、ファイルに存在するすべてのコマンドに適用されま
す。
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[-force]
-delete_user オプションと -delete_group オプションの確認プロンプトを抑止しま
す。
[-{get_default_ds_credentials | get_dflt_ds_cred}]
-datastage_server オプションに指定された InfoSphere Information Server エンジ
ンのデフォルト証明情報を取り出します。
[-{help | ?}]
使用法の情報を表示します。
[-host value]
サービス層コンピューターのホスト名。デフォルト値は localhost です。
[-list value]
既存のユーザー、グループ、InfoSphere DataStage プロジェクト、またはシステ
ム定義のロールをリストします。値は、次のような構文で 1 つのストリングと
して指定します。
type[~type]*

タイプの値は USERS、GROUPS、ROLES、DSPROJECTS、または ALL のいず
れかです。
[-{log | l} value]
すべてのランタイム出力を指定されたファイルに出力します。
[-{logerror | error} value]
すべての ERROR および FATAL の各ランタイム・ロギング・メッセージを指
定されたファイルに出力します。
[-{loginfo | info} value]
すべての INFO、WARN、DEBUG、および TRACE の各ランタイム・ロギン
グ・メッセージを指定されたファイルに出力します。
[-{loglevel | level} value]
ランタイム・ロギング・メッセージが使用可能なレベル。 値は
FATAL、ERROR、INFO、WARN、DEBUG、TRACE、または ALL です。
[-{password | pwd} value]
このコマンドを実行するスイート・アドミニストレーター・ユーザー ID のパ
スワード。
[-port value]
サービス層コンピューターの HTTPS ポート。デフォルト値は 9443 です。
[-primary]
1 次サービス・ホストにログインします (使用可能な場合)。 このオプションを
使用する場合は、-host オプションと -port オプションは無視されます。
[-{remove_group_roles | rm_grp_roles} value]
グループからロールを削除します。 このオプションは複数回繰り返して指定で
きます。 値は、次のような構文で 1 つのストリングとして指定します。
groupId[~groupId]*$roleId[~roleId]*
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値には少なくとも 1 つのサブリスト区切り文字 ($) が含まれている必要があり
ます。 複数の項目を含むサブリストの場合は、ロール・サブリストの各項目
が、グループ・サブリストの各項目から削除されます。
[-{remove_project_group_roles | rm_proj_grp_roles} value]
プロジェクト・ユーザー・ロールを削除します。 このオプションは複数回繰り
返して指定できます。 値は、次のような構文で 1 つのストリングとして指定し
ます。
projectName[~projectName]*$groupId[~groupId]*$roleId[~roleId]*

複数の項目を含むサブリストの場合は、グループおよびロールのサブリストの各
項目が、プロジェクト・サブリストの各項目から削除されます。 projectName
の値には大/小文字の区別があり、DSServer/projectID の形式で指定する必要があ
ります。ここで、DSServer は登録済みのエンジン名に一致していなければなり
ません。名前は、短縮ホスト名として登録するか、ドメインを含む完全修飾ホス
ト名として登録することができます。いずれの方法で登録している場合も、ここ
ではそのとおりに指定する必要があります。-list DSPROJECTS オプションを使
用して、プロジェクト名のリストを表示できます。
[-{remove_project_user_roles | rm_proj_usr_roles} value]
プロジェクト・ユーザー・ロールを削除します。 このオプションは複数回繰り
返して指定できます。 値は、次のような構文で 1 つのストリングとして指定し
ます。
projectName[~projectName]*$userId[~userId]*$roleId[~roleId]*

複数の項目を含むサブリストの場合は、ユーザーおよびロールのサブリストの各
項目が、プロジェクト・サブリストの各項目から削除されます。 projectName
の値には大/小文字の区別があり、DSServer/projectID の形式で指定する必要があ
ります。ここで、DSServer は登録済みのエンジン名に一致していなければなり
ません。名前は、短縮ホスト名として登録するか、ドメインを含む完全修飾ホス
ト名として登録することができます。いずれの方法で登録している場合も、ここ
ではそのとおりに指定する必要があります。-list DSPROJECTS オプションを使
用して、プロジェクト名のリストを表示できます。
[-{remove_user_roles | rm_usr_roles} value]
ユーザーからロールを削除します。 このオプションは複数回繰り返して指定で
きます。 値は、次のような構文で 1 つのストリングとして指定します。
userId[~userId]*$roleId[~roleId]*

値には少なくとも 1 つのサブリスト区切り文字 ($) が含まれている必要があり
ます。 複数の項目を含むサブリストの場合は、ロール・サブリストの各項目
が、ユーザー・サブリストの各項目から削除されます。
[-{remove_users_group | rm_usr_grp} value]
グループからユーザーを削除します。このオプションは複数回繰り返して指定で
きます。 値は、次のような構文で 1 つのストリングとして指定します。
groupId[~groupId]*$userId[~userId]*

値には少なくとも 1 つのサブリスト区切り文字 ($) が含まれている必要があり
ます。 複数の項目を含むサブリストの場合は、ユーザー・サブリストの各項目
が、グループ・サブリストの各項目から削除されます。
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[-{results | res} value]
すべてのランタイム出力を指定されたファイルに出力します。
[-{separator | sep} value]
デフォルトのリスト区切り文字 (~) をオーバーライドします。 この値として
は、次に示す文字を除く任意の単一文字を指定できます。
^ (脱字記号)
& (アンパーサンド)
* (アスタリスク)
- (ダッシュまたはハイフン)
| (パイプ)
" (引用符)
< (より小)
> (より大)
Linux

UNIX

コマンド・シェルに対して特殊な意味を持つ文字の値 (例
えば、# または ! など) を指定する場合は 、-separator '#' のように、単一引用
符でその文字を囲んで指定してください。その後、コマンド・シェル内で使用す
る際は、必ず ¥# のように特殊文字をエスケープするか、引用符内にリストを指
定するようにします。
[-{set_default_ds_credentials | set_dflt_ds_cred} value]
デフォルトの InfoSphere Information Server エンジン証明情報を設定します。
値は、次のような構文で 1 つのストリングとして指定します。
credUserId~credPassword

値には少なくとも 1 つの区切り文字 (~) が含まれている必要があります。
-datastage_server オプションによって指定されたサーバーに対して、証明情報が
設定されます。指定したエンジンは、InfoSphere Information Server に登録され
ている必要があります。パスワード値は、プレーン・テキストとして指定するこ
とも、encrypt コマンドを使用して暗号化されたテキストとして指定することも
できます。
デフォルトの証明情報を消去するには、credUserId または credPassword のいず
れかの値として引用符で囲んだ感嘆符 ("!") を渡します。
[-{set_shared_registry | shr_reg} {ON|OFF}]
InfoSphere Information Server および InfoSphere DataStage が同じユーザー・レ
ジストリーを共有するかどうかを示すフラグを設定します。 有効な値は ON ま
たは OFF です。
[-{sub_list_separator | sub_list_sep} value]
デフォルトのリスト区切り文字 ($) をオーバーライドします。 この値として
は、次に示す文字を除く任意の単一文字を指定できます。
^ (脱字記号)
& (アンパーサンド)
* (アスタリスク)
- (ダッシュまたはハイフン)
| (パイプ)
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" (引用符)
< (より小)
> (より大)
Linux

UNIX

コマンド・シェルに対して特殊な意味を持つ文字の値 (例
えば、# または ! など) を指定する場合は 、-separator '#' のように、単一引用
符でその文字を囲んで指定してください。その後、コマンド・シェル内で使用す
る際は、必ず ¥# のように特殊文字をエスケープするか、引用符内にリストを指
定するようにします。
[-{update_group | upd_grp} value]*
既存のグループを更新します。 このオプションは複数回繰り返して指定できま
す。 更新するグループが存在している必要があります。 値は、次のような構文
で 1 つのストリングとして指定します。
groupId~name~groupType~webAddress
~location~officePhoneNumber~cellPhoneNumber
~pagerNumber~faxNumber~emailAddress
~businessAddress~organization

値の各項目には、少なくとも 1 つの区切り文字 (~) が含まれている必要があり
ます。グループ設定に対して値「!」を指定すると、設定値がクリアされます。
[-{update_user | upd_usr} value]
既存のユーザーを更新します。 このオプションは複数回繰り返して指定できま
す。 更新するユーザーが存在している必要があります。 値は、次のような構文
で 1 つのストリングとして指定します。
userId~password~firstName~lastName
~title~jobTitle~homePhoneNumber~imName
~location~officePhoneNumber~cellPhoneNumber
~pagerNumber~faxNumber~emailAddress
~businessAddress~organization

値の各項目には、少なくとも 1 つの区切り文字 (~) が含まれている必要があり
ます。パスワード以外のユーザー設定に対して値「!」を指定すると、設定値が
クリアされます。 パスワード値は、プレーン・テキストとして指定すること
も、encrypt コマンドを使用して暗号化されたテキストとして指定することもで
きます。
[-{user | usr} value]
このコマンドを実行するスイート・アドミニストレーター・ユーザー
ID。-authfile オプション、または -user オプションと -password オプションが
必要です。
[-{verbose | v}]
ロギング・メッセージ以外の詳細なランタイム出力を表示します。

例: よく使用されるプロジェクトにユーザーを素早く追加するスクリ
プトの作成
さまざまなグループ割り当てを指定して、新規 InfoSphere DataStage ユーザーを複
数のプロジェクトに定期的に追加しているとします。 次のように、これらの操作を
実行するためのスクリプトを作成できます。

UNIX

Linux
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#!/bin/sh
echo Adding a typical DataStage user with the default password.
npass={iisenc}HEf6s6cG+Ee6NdGDQppQNg==
nrole=DataStageUser
prole=DataStageOperator
cmd=/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/bin/DirectoryCommand.sh
af=/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/conf/isadmin.credentials
echo
read
echo
read
echo
read

New user ID to create:
nuser
First name for the user:
fname
Last name for the user:
lname

$cmd -authfile $af -a_usr $nuser~$npass~$fname~$lname
$cmd -authfile $af -usr_roles $nuser¥$$nrole
$cmd -authfile $af -a_usr_grp $nuser¥$dsusr~qsusr
$cmd -authfile $af -proj_usr_roles ¥
HOSTNAME/DSProd~HOSTNAME/DSDev¥$$nuser¥$$prole
Windows

@echo off
setlocal
echo Adding a typical DataStage user with the default password.
set
set
set
set
set

npass={iisenc}HEf6s6cG+Ee6NdGDQppQNg==
nrole=DataStageUser
prole=DataStageOperator
cmd=C:¥IBM¥InformationServer¥ASBNode¥bin¥DirectoryCommand.bat
af=C:¥IBM¥InformationServer¥ASBNode¥conf¥isadmin.credentials

echo New user ID to create
set /p nuser="--> "
echo First name for the new user
set /p fname="--> "
echo Lastname for the new user
set /p lname="--> "
call %cmd% -authfile %af% -a_usr %nuser%~%npass%~%fname%~%lname%
call %cmd% -authfile %af% -usr_roles %nuser%$%nrole%
call %cmd% -authfile %af% -a_usr_grp %nuser%$dsusr~qsusr
call %cmd% -authfile %af% ^
-proj_usr_roles HOSTNAME/DSProd~HOSTNAME/DSDev$%nuser%$%prole%

この例において、次の値は実際の値で置き換える必要があります。このコマンドを
実行する前に、グループおよびプロジェクトを作成しておく必要があります。
v dsusr および qsusr: ユーザーの追加先グループ。
v HOSTNAME: 登録済みのエンジン・ホスト名または構成済みのエンジンの DSAlias。
v DSProd および DSDev: ユーザーを InfoSphere DataStage オペレーターとして追加
するプロジェクトの名前。
このスクリプトは、指定されたユーザー ID を作成し、デフォルト・パスワードを
割り当てます。このパスワードは、encrypt コマンドを使用して暗号化され、スクリ
プトに貼り付けられたものです。 (プレーン・テキストのパスワードを記載した E
メールをユーザーに送信して、最初のログイン時にそのパスワードを変更するよう
に依頼することもできます。) その後、DirectoryCommand はユーザーを
DataStageUser ロールに割り当てます。次に、ユーザーを dsusr グループと qsusr グ
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ループに割り当てます。さらにユーザーを InfoSphere Information Server エンジン
(ここでは HOSTNAME と示しています) の DSProd プロジェクトと DSDev プロ
ジェクトに割り当てます。そして、同じコマンドでユーザーを DataStageOperator プ
ロジェクト・ロールに割り当てます。

例: -file オプションを使用したユーザーのマイグレーション
1. ユーザーのリストを作成します。
DirectoryCommand -authfile admin.creds
-host original_services_tier_host
-port original_services_tier_port
-list ALL -details -results userlist.txt

2. 次のようにユーザーのリストを編集して、-file オプションに使用できるフォーマ
ットにします。
-add_user TestOper~TempP4ss~TestOperFirst~TestOperLast;
-add_user TestSuOper~TempP4ss~TestSuOperFirst~TestSuOperLast;
-add_user TestProMan~TempP4ss~TestProManFirst~TestProManLast;
-add_user adminUser~TempP4ss~adminUserFirst~adminUserLast;
-add_user wasUser~TempP4ss~wasUserFirst~wasUserLast;
-assign_user_roles TestOper$SuiteUser~DataStageUser~FastTrackUser~GlossaryUser;
-assign_user_roles TestSuOper$SuiteUser~DataStageUser;
-assign_user_roles TestProMan$SuiteUser~DataStageUser;
-assign_user_roles adminUser$SuiteUser~DataStageAdmin;
-assign_user_roles wasUser$SuiteAdmin~DataStageAdmin;
-add_group TestGroup~TestGroup~TestGroup;
-add_users_group TestOper~TestSuOper~TestProMan~adminUser$TestGroup;
-proj_usr_roles dshost/dstage1~dshost/dstage2$TestOper$DataStageOperator;
-proj_usr_roles dshost/dstage1~dshost/dstage2$TestSuOper$DataStageSuperOperator;
-proj_usr_roles dshost/dstage1~dshost/dstage2$TesProMan$DataStageProductionManager;

3. ディレクトリー・コマンドを実行して、ユーザーを新規サーバーにマイグレーシ
ョンします。
DirectoryCommand -authfile admin.creds -host new_server
-port new_port -file userlist.txt

Encrypt コマンド
encrypt コマンドは、ユーザー証明情報を暗号化するために使用する手段です。暗号
化されたストリングは証明情報ファイルに保管でき、コマンド・ラインでさまざま
な IBM InfoSphere Information Server ツールに対して使用することもできます。
このコマンドは Advanced Encryption Standard (AES) 128 ビット暗号化をデフォル
ト・プロバイダーとして使用します。この規格は、米国の輸出規定要件を満たして
います。 ユーザー独自のパスワード暗号化アルゴリズムを提供することもできま
す。

encrypt コマンドの実行
encrypt コマンドをコマンド・ウィンドウで実行すると、テキスト・ストリングが暗
号化されます。 この暗号化およびエンコードされたストリングは、後で証明情報フ
ァイル内のユーザー証明情報として使用できます。 このコマンドを使用して、暗号
化対象のデータを暗号化することもできます。 提供されたデフォルト暗号化プロバ
イダーを使用することも、ユーザー独自のカスタム暗号化プロバイダーをセットア
ップすることもできます。
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このタスクについて
encrypt コマンドは、パラメーターを指定せずに実行するか、ただ 1 つの先頭パラ
メーターとして暗号化するテキストを指定して実行します。 2 番目のオプションを
使用するとセキュリティーが低下します (シェル・コマンド履歴が使用可能になっ
ている場合は特に)。パラメーターを指定せずに encrypt コマンドを実行すると、テ
キスト・ストリングの入力を求めるプロンプトが出されます。このストリングは端
末では非表示になります。
入力したストリングは、構成された暗号化プロバイダーによって暗号化されます。
暗号化された出力は、別名を含む接頭部が付けられて、base64 エンコード・フォー
マットで表示されます。 その後、エンコードされたストリングをコピーし、目的の
場所に貼り付けます (別名の接頭部を含めて)。 貼り付ける場所としては、証明情報
ファイル、または一部のコマンドのパスワード・パラメーター値が考えられます。
ストリングを暗号化解除する際に、使用されていた暗号化プロバイダーのタイプを
判別するために別名が使用されます。
encrypt コマンドを実行する際には、絶対パス名を使用します。 encrypt コマンド
は、コンピューターにインストールされている層に応じて、次の場所に置かれま
す。
Linux

v

UNIX

– install_root/InformationServer/ASBNode/bin/encrypt.sh
– install_root/InformationServer/ASBServer/bin/encrypt.sh
v

Windows

– install_root¥InformationServer¥ASBNode¥bin¥encrypt.bat
– install_root¥InformationServer¥ASBServer¥bin¥encrypt.bat

手順
1. オプション: ユーザー独自のカスタム暗号化プロバイダーを構成した場合は、適
切な iis.crypto.site.properties ファイルにプロバイダーを指定したことを確
認してください。 properties ファイルは、conf ディレクトリー内で、実行する
encrypt コマンドと同じ親ディレクトリーの下に作成する必要があります。
コマンドの場所:
install_root¥InformationServer¥ASBNode¥bin¥encrypt.bat
対応する properties ファイルの場所:
install_root¥InformationServer¥ASBNode¥conf¥iis.crypto.site.properties
コマンドの場所:
install_root¥InformationServer¥ASBServer¥bin¥encrypt.bat
対応する properties ファイルの場所:
install_root¥InformationServer¥ASBServer¥conf¥iis.crypto.site.properties
iis.crypto.site.properties ファイルの内容は、次の 1 つの項目です。
iis.crypto.default.provider=class_of_custom_provider
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2. 絶対パス名を使用して、encrypt コマンドを実行します。暗号化するテキストは
パラメーターとして指定する場合も、指定しない場合もあります。 テキストに
スペースが含まれている場合は、テキストを引用符で囲みます。
v コマンド・ラインにテキストを指定して encrypt コマンドを実行する場合:
bash$: /opt/IBM/InformationServer/ASBNode/bin/encrypt.sh myPa$$w0rd
bash$: {iisenc}PvqKLr7z3QOLJCQ4QhbrrA==

v プロンプトを使用して encrypt コマンドを実行し、テキストを非表示にする場
合:
bash$:
bash$:
bash$:
bash$:

/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/bin/encrypt.sh
Enter the text to encrypt:
Enter the text again to confirm:
{iisenc}PvqKLr7z3QOLJCQ4QhbrrA==

3. 暗号化ストリングを証明情報ファイルにコピーするか、暗号化ストリングをサポ
ートする任意のコマンドのパスワード・パラメーター値としてコピーします。
例:
v 証明情報ファイル内で使用する場合:
user=dsadm
password={iisenc}PvqKLr7z3QOLJCQ4QhbrrA==

v コマンド・ラインで使用する場合:
AppServerAdmin -username isadmin -password {iisenc}YJD9OKOxT2otQvTQFcA1qg==

証明情報ファイル
証明情報ファイルは、dsjob、DirectoryCommand など、-authfile オプションをサポ
ートするさまざまな IBM InfoSphere Information Server コマンドによって使用され
るユーザー証明情報を格納しています。
重要: 証明情報ファイルはパスワードを必要とするコマンドの実行に使用されるの
で、安全な場所に保管し、内容を隠すことが重要です。 管理者権限を持たないユー
ザーまたはグループに対して、このファイルが読み取り可能、書き込み可能、また
は実行可能であってはなりません。 また、証明情報ファイルを使用するコマンドを
実行するユーザーには、ファイルと同じアクセス権限が必要です。
証明情報ファイルのフォーマットは次のとおりです。
v プラットフォームのデフォルト文字セット、または ASCII 文字のみを使用してエ
ンコードされている必要があります。
v それぞれの項目が 1 行全体を占めていて、前後に空白がないことが必要です。
v ファイルにはユーザーとパスワードの項目が必要です。ただし、dsjob など、一
部のツールは追加の名前と値の組 (ドメインやサーバーなど) をサポートします。
v 名前と値の組は等号 (=) で区切られます。例:
name=value

v 暗号化テキストによって値を指定する場合は、encrypt コマンドを使用して暗号化
する必要があります。 暗号化ストリングには接頭部「{alias}」が付けられます。
ここで、alias は暗号化プロバイダーの別名です。
v 暗号化されていないプレーン・テキストによって値を指定する場合は、値が左中
括弧 ({) で始まっていてはならず、またプレーン・テキスト・ストリングに右中
括弧 (}) が含まれていてはなりません。
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v コメント行を追加できます。コメント行は番号記号 (#) で始める必要がありま
す。
v 同じキー名がファイルに複数回指定されている場合は、最初の名前と値の組が使
用されます。
証明情報ファイルの例:
# dsadm credentials
user=dsadm
password={iisenc}HEf6s6cG+Ee6NdGDQppQNg==
domain=[2002:920:c000:217:9:32:217:32]:9080
server=RemoteServer

カスタム暗号化プロバイダーの追加
ユーザー独自の暗号化プロバイダーを作成および構成できます。ユーザー独自の暗
号化を行うには、EncryptionProvider インターフェースの実装を作成します。

手順
1. カスタム・クラスを含む JAR ファイル内で、METAINF¥services¥com.ibm.iis.spi.security.crypto.EncryptionProvider という名
前のファイルを作成します。このファイルには、暗号化プロバイダーの実装のク
ラス名をリストする必要があります。暗号化プロバイダーは、サービス・プロバ
イダーとしてロードされます。 サービス・プロバイダーについては、Java の資
料を参照してください。
2. Java ランタイム環境のクラスパスにクラス・ファイルをデプロイします。
a. コンピューターにインストールされている層に応じて、JAR ファイルを次の
ディレクトリーにコピーします。
v IS_install_path/ASBNode/lib/java
v IS_install_path/ASBServer/lib/java
b. ISF_UTIL_EXT_CP 環境変数にこれらの JAR ファイルの絶対パスを追加しま
す。 この環境変数の値は、encrypt コマンドが次のどちらかのディレクトリ
ーから実行されるときに、クラスパスに追加されます。
v IS_install_path/ASBNode/bin
v IS_install_path/ASBServer/bin
3. encrypt コマンドの実行時に新しいカスタム暗号化プロバイダーを使用するに
は、コンピューターにインストールされている層に応じて、次のディレクトリー
に iis.crypto.site.properties という名前のファイルを作成します。
IS_install_path/ASBNode/conf
IS_install_path/ASBServer/conf
ファイルに次の 1 行からなる項目を挿入します。
iis.crypto.default.provider=class_name_of_your_custom_provider

タスクの結果
これらの変更を行うと、encrypt コマンドを実行するときに、テキストの暗号化には
カスタム暗号化プロバイダーが使用されます。
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注: 既に別のカスタム暗号化プロバイダーを作成していた場合は、そのプロバイダ
ーによって暗号化されたテキストを暗号化解除するために、そのプロバイダーを引
き続き使用できます。 既存のプロバイダーを新しいものと引き続き併用する場合
は、両方の JAR ファイルのセットをクラスパス内に保持しておく必要があります。
また、プロバイダーがそれぞれ固有の別名を使用していることを確認してくださ
い。
EncryptionProvider インターフェース:
暗号化プロバイダーによって実装されるインターフェースについて説明します。
public interface com.ibm.iis.spi.security.crypto.EncryptionProvider

encrypt メソッドと decrypt メソッドは、プロバイダーの暗号化メソッドと暗号化解
除メソッドです。
getAlias メソッドは、暗号化プロバイダーを一意的に識別する短い名前 (通常は頭字
語) を返す必要があります。呼び出し元がこの別名を使用して、中括弧 ({}) で囲ん
だ接頭部を暗号化データに付けることができます。これにより、データの暗号化に
使用されたプロバイダーを判別できます。IBM InfoSphere Information Server は、標
準の Java サービス・プロバイダーの仕組みを使用して、暗号化プロバイダーをクラ
スパスからロードします。 このため、META-INF/services/
com.ibm.iis.spi.security.crypto.EncryptionProvider 構成ファイルを作成し、バ
ンドルする必要があります。 コンパイルに使用される JAR ファイルの場所は、
IS_install_path/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.iis.client/iis_util.jar で
す。サービス・プロバイダーについては、Java の資料を参照してください。
メソッドの要約
戻り値

メソッド

byte[]

decrypt(byte[] encryptedBytes)
decrypt メソッドは、暗号化されたバイトの
配列を受け取り、暗号化解除されたバイトの
配列を返します。

byte[]

encrypt(byte[] clearBytes)
encrypt メソッドは、バイトの配列を受け取
り、暗号化されたバイトの配列を返します。

java.lang.String

getAlias()
暗号化プロバイダーの別名を返します。

void

initialize(java.util.HashMap initData)
将来の使用のために予約されています。

メソッドの詳細
getAlias
getAlias()
暗号化プロバイダーの別名を返します。暗号化プロバイダーの別名は英数字の
ASCII 文字で、[0-9][a-z][A-Z] のみを含むことができます。 暗号化プロバイダ
ーを一意的に識別する名前であることが必要です。 このメソッドの戻り値は、
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暗号化データに接頭部 {alias_value} を付けるために呼び出し元によって使用さ
れます。 別名自体に左中括弧 ({) または右中括弧 (}) の文字が含まれていては
なりません。
戻り値:
ストリング
initialize
initialize(java.util.HashMap initData) throws InitializationException
将来の使用のために予約されています。
パラメーター:
java.util.HashMap - initData
スロー:
InitializationException
encrypt
encrypt(byte[] clearBytes)
encrypt メソッドは、バイトの配列を受け取り、暗号化されたバイトの配列を返
します。
パラメーター:
byte[] - clearBytes
戻り値:
byte[]
decrypt
decrypt(byte[] encryptedBytes)
decrypt メソッドは、暗号化されたバイトの配列を受け取り、暗号化解除された
バイトの配列を返します。
パラメーター:
byte[] - encryptedBytes
戻り値:
byte[]
強力な暗号化を使用可能にする:
IBM 提供の Java Cryptography Extension (JCE) 無制限管轄ポリシー・ファイルを使
用すると、Java 暗号化に強力な (長い) 鍵サイズを使用できるようになります。こ
れらの強力な鍵サイズを使用してカスタム暗号化プロバイダーを作成するには、次
の手順を使用して IBM 無制限管轄ポリシー・ファイルをダウンロードし、インス
トールします。
このタスクについて
これらの Java JCE 無制限管轄ポリシー・ファイルには、128 ビットより長い鍵が
含まれています。 IBM JRE およびこれらのポリシー・ファイルの暗号化アルゴリ
ズム、鍵サイズ、および制限について詳しくは、developerWorks® で「JCE API
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Specification & Reference」の Appendixes A、B、および E (http://
publib.boulder.ibm.com/infocenter/javasdk/v6r0/topic/
com.ibm.java.security.component.60.doc/security-component/JceDocs/jce.html) を参照して
ください。
手順
1. セキュリティー情報ページ (http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/javasdk/v6r0/
topic/com.ibm.java.doc.60_26/vm626/GenericWrapper/securityguide.html) で、「IBM
SDK Policy files」リンクをクリックします。
2. IBM ユーザー ID とパスワードを使用してログインします。
3. 「Unrestricted JCE Policy files for Java 5.0 SR16, Java 6 SR13, Java 7 SR4 and
later versions」を選択し、「Continue」をクリックします。
4. 「Unrestricted JCE Policy files」を選択して、「Continue」をクリックします。
5. ライセンス条件を受け入れる場合は、unrestrict142.zip をダウンロードして、
local_policy.jar ファイルと US_export_policy.jar ファイルを解凍します。
6. これら 2 つのファイルを IS_install_path/jdk/jre/lib/security ディレクト
リーと IS_install_path/jdk/jre/lib/security ディレクトリーに保存し、同名
の既存ファイルを置き換えます。
7. 新規ポリシーを有効にするために、JRE を再始動します。
次のタスク
これらのポリシー・ファイルを使用する EncryptionProvider インターフェースのカ
スタム実装を作成し、追加します。
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第 7 章 ライセンス交付を受けた IBM InfoSphere DataStage の
エディションおよびフィーチャー・パックのアクティブ化および非
アクティブ化
IBM InfoSphere Information Server をインストール後に、IBM InfoSphere DataStage
エディション、上位移行、またはフィーチャー・パックのライセンスを変更した場
合は、これらを使用するには、事前に新たにライセンス交付された項目をアクティ
ブにする必要があります。その項目に関するライセンスがなくなった場合は、非ア
クティブにする必要があります。
InfoSphere Information Server インストール・プログラムを使用して IBM InfoSphere
DataStage をインストールするときに、このプログラムから、インストールしてアク
ティブにする InfoSphere DataStage のエディションおよびフィーチャー・パックを
選択するようにプロンプトが出されます。 選択リスト内の各項目によって、関連す
る InfoSphere DataStage のキャンバスおよびジョブ機能が使用可能にされます。
IBM からの有効なライセンス証書のある項目を選択します。 インストール・プロ
グラムによって、選択した項目と関連付けられている機能がアクティブにされま
す。 他のエディションまたはフィーチャー・パックは非アクティブになっていて、
使用できません。
後で追加の InfoSphere DataStage エディションまたはフィーチャー・パックのライ
センスを取得した場合、項目に含まれている機能を使用するには、InfoSphere
Information Server 内の項目をアクティブにする必要があります。項目に関するライ
センスがなくなった場合は、非アクティブにする必要があります。 エディションま
たはフィーチャー・パックを非アクティブにすると、項目内の機能は使用できなく
なります。
エディションまたはフィーチャー・パックをアクティブまたは非アクティブにする
には、iisAdmin コマンドを使用します。
InfoSphere DataStage をインストールした場合は、すべてのオプション機能が装備さ
れた完全な製品がインストールされています。 ただし、インストール・プログラム
がアクティブにするのは、インストール時に選択したエディションおよび機能と関
連付けられている機能のみです。 追加の InfoSphere DataStage 機能のライセンスを
取得した場合は、iisadmin コマンドを使用してライセンスを使用可能にします。ま
た、追加エディションまたは別のエディションへの上方移行のライセンス交付を受
ける場合も、このコマンドを使用します。
例えば、ある会社が IBM InfoSphere DataStage Server のライセンスを交付されてい
て、この項目を使用可能にします。 同社は、後に DataStage Server トレードアップ
により IBM InfoSphere DataStage の全機能のライセンスを取得します。そこで、
iisadmin コマンドを使用して、InfoSphere DataStage の全機能を使用可能にしま
す。
別の例として、ある会社が InfoSphere DataStage のライセンスを交付されていて、
この項目を使用可能にします。 同社は、後に IBM InfoSphere DataStage Balanced
© Copyright IBM Corp. 2007, 2014

205

Optimization フィーチャー・パックのライセンスを取得します。そこで、iisadmin
コマンドを使用して、このエディションおよび機能を使用可能にします。
次の表に、InfoSphere Information Server インストール・プログラムがインストール
できる、InfoSphere DataStage のエディションおよびフィーチャー・パックをリスト
します。 この表にはまた、各項目内に含まれている機能もリストします。
表 7. InfoSphere DataStage のエディションおよびフィーチャー・パック
インストール可能項目

機能

IBM InfoSphere DataStage

v InfoSphere DataStage ジョブ機能
v パラレル・キャンバス
v サーバー・キャンバス

IBM InfoSphere DataStage Server Edition

v InfoSphere DataStage ジョブ機能
v サーバー・キャンバス

IBM InfoSphere DataStage Pack for SAS

v SAS 機能

IBM InfoSphere DataStage Balanced
Optimization

v InfoSphere DataStage 平衡最適化機能

特定のエディションまたはフィーチャー・パックに依存するジョブを作成する場合
に、そのエディションまたはフィーチャー・パックが非アクティブにされている
と、そのジョブはリポジトリーに残されます。 しかし、それらは開くことができ
ず、また開くとエラー・メッセージが表示されます。

アクティブ状態の IBM InfoSphere DataStage のエディションおよびフィ
ーチャー・パックのリストの表示
使用するスイート内のアクティブ状態の IBM InfoSphere DataStage のエディション
およびフィーチャー・パックをリストするには、iisAdmin コマンドを実行します。

始める前に
少なくともスイート・ユーザー権限が必要です。

このタスクについて
アクティブ状態の IBM InfoSphere DataStage のエディションおよびフィーチャー・
パックのリストを表示するには、iisAdmin コマンドを使用します。詳しくは、
iisAdmin コマンドを参照してください。コマンドのフォーマットは、次のとおりで
す。
Linux

UNIX

<IS_install_path>/ASBServer/iisAdmin.sh -display -key
com.ibm.iis.datastage.license.*
Windows

<IS_install_path>¥ASBServer¥iisAdmin.bat -display -key
com.ibm.iis.datastage.license.*

206

管理ガイド

このコマンドは、インストールされている IBM InfoSphere DataStage のエディショ
ンとフィーチャー・パックのリストを表示します。ライセンス・キーが表示されな
い場合、その機能/製品モジュールはインストールされていません。ライセンス・キ
ーがリストされ、値が 1 に設定されている場合、そのエディションまたはフィーチ
ャー・パックはアクティブ状態です。ライセンス・キーがリストされ、値が 0 に設
定されている場合、そのエディションまたはフィーチャー・パックは非アクティブ
状態です。
次の例の場合、com.ibm.iis.datastage.license.option.parallel と
com.ibm.iis.datastage.license.option.qualitystage がインストールされていま
すが、com.ibm.iis.datastage.license.option.parallel のみがアクティブ状態で
す。
[isadmin ~]$ cd /opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin
[isadmin bin]$ ./iisAdmin.sh -display -key com.ibm.iis.datastage.license.*
com.ibm.iis.datastage.license.option.parallel=1
com.ibm.iis.datastage.license.option.qualitystage=0

IBM InfoSphere DataStage のエディションおよびフィーチャー・パック
をアクティブまたは非アクティブにする
サービス層がインストールされたときにアクティブ状態であった InfoSphere
DataStage 機能を変更するには、iisAdmin コマンドを実行します。iisAdmin コマン
ドで、InfoSphere DataStage がインストールされている場合は、サイト内の
InfoSphere DataStage のエディションおよびフィーチャー・パックをアクティブまた
は非アクティブにすることができます。

始める前に
スイート・アドミニストレーター権限が必要です。

このタスクについて
InfoSphere DataStage
InfoSphere DataStage のエディションまたはフィーチャー・パックをアクテ
ィブまたは非アクティブにする場合 (例えば、ある項目のライセンスを失っ
た場合など)、IBM InfoSphere Information Server ソフトウェア削除プログラ
ムは使用しません。代わりに、iisAdmin コマンドを使用して非アクティブ
にします。詳しくは、iisAdmin コマンドを参照してください。コマンドの
フォーマットは、次のとおりです。
Linux

UNIX

<IS_install_path>/ASBServer/iisAdmin.sh -set -key
<license_key> -value [0,1]
Windows

<IS_install_path>¥ASBServer¥iisAdmin.bat -set -key
<license_key> -value [0,1]
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表 8. 各製品エディションまたはフィーチャー・パックのライセンス・キーの値
製品エディションまたはフ
ィーチャー・パック

<license_key> の値

InfoSphere DataStage (パラ
レルおよびサーバー・エン
ジン)

com.ibm.iis.datastage.license.option.parallel

サーバー・エンジンのみ

com.ibm.iis.datastage.license.option.server

IBM InfoSphere
QualityStage

com.ibm.iis.datastage.license.option.qualitystage

Balanced Optimization

com.ibm.iis.datastage.license.feature.BAL_OPT

SAS パック

com.ibm.iis.datastage.license.feature.SAS_PACK

エディションまたはフィーチャー・パックを非アクティブにするには、-value オプ
ションの値を 0 に設定します。エディションまたはフィーチャー・パックをアクテ
ィブにするには、-value オプションの値を 1 に設定します。
例えば、InfoSphere DataStage (パラレルおよびサーバー・エンジン) を非アクティブ
にするには、以下のコマンドを使用します。
<IS_install_path>¥ASBServer¥iisAdmin.bat -set -key
com.ibm.iis.datastage.license.option.parallel -value 0
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第 8 章 アクティブ・セッションの管理
IBM InfoSphere Information Server Web コンソールで、ログインしているサーバー
に現在接続中のすべてのユーザーのリストを表示することができます。

このタスクについて
各セッションの開始時刻と、各ユーザーが実行した最新のアクションのタイム・ス
タンプが表示されます。 アクティブ・セッションを直ちに終了させることができ、
これは、システム停止を準備する際に便利です。

すべてのアクティブ・セッションの表示
IBM InfoSphere Information Server Web コンソールで、アクティブ・ユーザー・セ
ッションを表示し、管理できます。

始める前に
スイート・アドミニストレーター権限が必要です。

このタスクについて
ユーザー・セッションは、IBM InfoSphere Information Server に接続しているユーザ
ーのインスタンスです。すべてのアクティブ・セッションを表示して、許可するユ
ーザー・セッション最大数のしきい値を設定する必要があるかを判断したり、1 つ
以上のユーザー・セッションを切断したり、あるいは、接続中のユーザーに関する
詳細を表示させることができます。

手順
1. IBM InfoSphere Information Server Web コンソール で、「管理」タブをクリッ
クします。
2. 「ナビゲーション」ペインで、「セッション管理」 > 「アクティブ・セッショ
ン」を選択します。 「アクティブ・セッション」ペインに、現在サーバーに接
続されているユーザーが表示されます。

セッション限度の設定
サーバー上のアクティブ・セッションの最大数を設定できます。 また、セッション
が非アクティブ状態でいると自動切断される時間と、セッションが非アクティブ状
態かどうかをポーリングする頻度も指定することができます。

始める前に
スイート・アドミニストレーター権限が必要です。

© Copyright IBM Corp. 2007, 2014
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手順
1. IBM InfoSphere Information Server Web コンソール で、「管理」タブをクリッ
クします。
2. 「ナビゲーション」ペインで、「セッション管理」 > 「アクティブ・セッショ
ン」を選択します。
3. 「アクティブ・セッション」ペインで、「グローバル・セッション・プロパティ
ー」をクリックします。
4. オプション: 非アクティブ・セッションの設定とセッションの最大数を指定しま
す。
5. 「保存して閉じる」をクリックします。

ユーザー詳細を開く
ユーザー・レコード、セッションの所要時間、ユーザーに割り当てられたセキュリ
ティー・ロールなどの現行セッションに関する情報を表示するには、ユーザー・セ
ッションの詳細を開きます。

始める前に
スイート・アドミニストレーター権限が必要です。

手順
1. IBM InfoSphere Information Server Web コンソール で、「管理」タブをクリッ
クします。
2. 「ナビゲーション」ペインで、「セッション管理」 > 「アクティブ・セッショ
ン」を選択します。
3. 「アクティブ・セッション」ペインで、ユーザー・セッションを選択します。
4. 「開く」をクリックします。 「ユーザー詳細を開く」ペインにユーザー・セッ
ションに関する詳細情報が表示されます。

すべてのセッションの切断
すべてのアクティブ・セッションを即時に強制終了するために、すべてのユーザ
ー・セッションを切断することができます。 システム・シャットダウンの準備とし
て、すべてのユーザー・セッションを切断する必要がある場合があります。

始める前に
スイート・アドミニストレーター権限が必要です。

手順
1. IBM InfoSphere Information Server Web コンソール で、「管理」タブをクリッ
クします。
2. 「ナビゲーション」ペインで、「セッション管理」 > 「アクティブ・セッショ
ン」を選択します。
3. 「アクティブ・セッション」ペインで、「すべて切断」をクリックします。
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4. 「すべて切断」ウィンドウで、「はい」をクリックしてすべてのセッションを直
ちに終了します。

セッションの切断
個別のユーザー・セッションを切断できます。

始める前に
スイート・アドミニストレーター権限が必要です。

手順
1. IBM InfoSphere Information Server Web コンソール で、「管理」タブをクリッ
クします。
2. 「ナビゲーション」ペインで、「セッション管理」 > 「アクティブ・セッショ
ン」を選択します。
3. 「アクティブ・セッション」ペインで、セッションを選択します。 複数のユー
ザーが同一ユーザー・アカウントを使用してサインインしている場合、選択した
セッションのみが切断されます。
4. 「切断」をクリックします。
5. 「はい」をクリックして、セッションを直ちに終了します。

第 8 章 アクティブ・セッションの管理
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第 9 章 データ・ストアの管理
IBM InfoSphere Information Server のさまざまなツールおよび製品モジュールによっ
て使用される、インストール済みのデータ・ストアを集中管理できます。
InfoSphere Information Server をインストールするときには、さまざまな製品モジュ
ールで必要なデータ・ストアを作成して登録します。製品モジュールのデータ・ス
トアは、1 つ以上のデータベース・サーバー上にある 1 つ以上のデータベース内に
配置されます。データ・ストアの場所にかかわらず、データ・ストアの名前は
InfoSphere Information Server のすべてのデータベース・サーバー内で固有でなけれ
ばなりません。同様に、データベース名も固有でなければなりません。
データ・ストアはリポジトリー層のインストール時に登録しますが、例えば、テス
ト環境から実稼働環境に移動する場合や、追加エンジンに新しいオペレーション・
データベースを追加する場合など、データ・ストアの変更や管理が必要になる場合
があります。データ・ストアの管理にはさまざまなタスクがあり、それぞれのタス
クを実行する理由もさまざまです。
注: データ・ストアを管理するためのツールは、RepositoryAdmin ツールという名
前です。以降のトピックでは、ツールの名前に合わせて、データ・ストアをリポジ
トリーと呼びます。

RepositoryAdmin ツールのリファレンス
IBM InfoSphere Information Server で使用するリポジトリーに関するメタデータはメ
タデータ・リポジトリーに格納されます。一部のリポジトリーでは、このメタデー
タを定義したり管理したりするために RepositoryAdmin ツールが用意されていま
す。

目的
インストール・プログラムを使用して、InfoSphere Information Server が使用するリ
ポジトリーを作成できます。また、DB2 データベース・システムを使用しない場合
などは、一部のリポジトリーの作成はインストール後のステップとして行うことも
できます。リポジトリーの作成にインストール・プログラムを使用しない場合は、
RepositoryAdmin ツールを使用して、リポジトリーの作成および構成に必要な SQL
スクリプトを作成することができます。このツールを使用してリポジトリー (およ
びそのホスティング・データベース、データベース・プラットフォーム、データベ
ース・サーバー) をメタデータ・リポジトリーに登録することもできます。
インストール後でも、リポジトリー登録の管理が必要な場合があります (リポジト
リーを別のサーバーに再配置する場合や、接続プロパティーを変更する必要がある
場合など)。
次のリポジトリーを RepositoryAdmin ツールで管理することはできません。
v メタデータ・リポジトリー
v IBM InfoSphere Metadata Asset Manager ステージング域
© Copyright IBM Corp. 2007, 2014
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v IBM InfoSphere Information Analyzer 分析データベース

構文
RepositoryAdmin{.bat|.sh}
[-{connectionManagedDSN | cm} <value>]
[-{connectionName | cn} <value>]
[-{connectionPassword | cw} <value>]
[-{connectionProperties | cp} <value>]
[-{connectionURL | cr} <value>]
[-{connectionUser | cu} <value>]
[-{databaseType | dt} <value>]
[-{databaseVersion | dv} <value>]
[-{dbName | dn} <value>]
[-{displayDatabase | dd} [<value>]]
[-{displayDatabasePlatform | dp} [<value>]]
[-{displayDatabaseServer | ds} [<value>]]
[-{displayRepository | dr} [<value>]]
[-{displayRepositoryConnection | dc} [<value>]]
[-{help | ?}]
[-{listDatabasePlatforms | lp} [<value>]]
[-{listDatabaseServers | ls} [<value>]]
[-{listDatabases | ld} [<value>]]
[-{listRepositories | lr} [<value>]]
[-{listSQLScripts | lt} [<value>]]
[-{log | l} <value>]
[-{logerror | error} <value>]
[-{loginfo | info} <value>]
[-{loglevel | level} <value>]
[-{propertyFile | pf} <value>]
[-{registerDatabase | rd} [<value>]]
[-{registerDatabaseServer | rs} [<value>]]
[-{registerRepository | rr} [<value>]]
[-{reposContext | ct} <value>]
[-{reposDescription | de} <value>]
[-{reposName | rn} <value>]
[-{reposSchema | sc} <value>]
[-{reposTool | to} <value>]
[-{results | res} <value>]
[-{saveSQLScripts | sss} [<value>]]
[-{scriptLocation | sl} <value>]
[-{scriptName | sn} <value>]
[-{scriptTool | sto} <value>]
[-{scriptType | st} <value>]
[-{serverBinPath | sb} <value>]
[-{serverHost | sh} <value>]
[-{serverPassword | sw} <value>]
[-{serverPort | sp} <value>]
[-{serverUser | su} <value>]
[-{testRepositoryConnection | tc} [<value>]]
[-{unregisterDatabase | urd} [<value>]]
[-{unregisterDatabaseServer | urs} [<value>]]
[-{unregisterRepository | urr} [<value>]]
[-{updateDatabaseServer | us} [<value>]]
[-{updateRepository | ur} [<value>]]
[-{updateRepositoryConnection | uc} [<value>]]
[-{verbose | v}]

使用法
一般的に使用するいくつかのパラメーターについては、以降のトピックにリストし
ます。RepositoryAdmin ツールはサービス層から実行する必要があります。以降の
各トピックでは、Microsoft Windows の .bat 拡張子を持つコマンド名のみを使用し
て RepositoryAdmin ツールを示しています。しかし、コマンドを実行するときに
は、オペレーティング・システムに応じた正しい拡張子とコマンドの絶対パスを指
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定してください (または、コマンドを含むディレクトリーを PATH 環境変数に含め
てください)。コマンドの絶対パスおよび拡張子は次のとおりです。
Windows

is_install_dir¥ASBServer¥bin¥RepositoryAdmin.bat
Linux

UNIX

is_install_dir/ASBServer/bin/RepositoryAdmin.sh

リストおよび表示のオプション
登録されているリポジトリー、データベース、データベース・プラットフォーム、
データベース・サーバー、および SQL スクリプトに関する情報をリストしたり表
示したりするには、次のオプションを使用します。
リスト・オプションにより、メタデータ・リポジトリーに登録されているエンティ
ティーがリストされます。表示オプションにより、特定のエンティティーに関する
情報が表示されます。表示オプションは、 登録オプションに必要なプロパティー・
ファイルの作成に使用できます。
-listDatabasePlatforms
省略形: -lp
現行バージョンの IBM InfoSphere Information Server によってサポートされて
いるデータベース・プラットフォームをリストします。
コマンド・ストリングの例:
RepositoryAdmin.bat -listDatabasePlatforms

出力例:
DB2 10.5
DB2 10.1
DB2 9.7
DB2 9.5
ORACLE 11g
ORACLE 10g
SQLSERVER 2005
SQLSERVER 2012
SQLSERVER 2008

-listDatabaseServers -databaseType type -databaseVersion version
省略形: -ls -dt type -dv version
指定されたデータベース・プラットフォームに登録されている各データベース・
サーバーをリストします。使用可能なデータベース・プラットフォームは
-listDatabasePlatforms オプションで取得できます。
コマンド・ストリングの例:
RepositoryAdmin.bat -listDatabaseServers -dt DB2 -dv 10.5

出力例:
DB2 10.5 (localhost:50000 上)
DB2 10.5 (host25:1433 上)

-listDatabases
省略形: -ld
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登録されているデータベースをリストします。
コマンドの例:
RepositoryAdmin.bat -listDatabases

出力例:
odb
odb_engine1
odb_engine2
srd

-listRepositories
省略形: -lr
登録されているリポジトリーをリストします。リポジトリーは、指定のデータベ
ースで個別のスキーマとして実装され、専用の一連の表スペースを持ち、ユーザ
ー接続に関連付けられています。そのため、複数のリポジトリーを 1 つのデー
タベースに共存させることも、別個のデータベースに作成することもできます。
リポジトリーの登録時または更新時にリポジトリーのコンテキスト情報が指定さ
れた場合は、その情報がリポジトリーの横に表示されます。その例を、次の出力
例の 1 行目に示します。
コマンドの例:
RepositoryAdmin.bat -listRepositories

出力例:
odb (実動)
srd

-listSQLScripts -databaseType type -databaseVersion version [-scriptTool
tool]
省略形: -lt -dt type -dv version [-sto tool]
指定されたデータベース・プラットフォームで指定のツールに登録されている各
SQL スクリプトをリストします。ツール名はオプションです。指定されない場
合、データベース・タイプとバージョンで使用可能なすべてのスクリプトがリス
トされます。使用可能なデータベース・プラットフォームは
-listDatabasePlatforms オプションで取得できます。使用できるツールは次の
とおりです。
DataQualityConsole
DataStage
StandardizationRulesDesigner

コマンド・ストリングの例:
RepositoryAdmin.bat -listSQLScripts -dt DB2 -dv 10.5 -sto DataStage

出力例:
dsodb_db_creation
dsodb_drop_tables
dsodb_grant_permissions_newdb
dsodb_grant_permissions_newschema
dsodb_remove_db
dsodb_remove_functions
dsodb_remove_schema
dsodb_remove_user
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dsodb_table_creation
dsodb_tablespace_creation
dsodb_upgrade_87to91
dsodb_user_config

-displayDatabasePlatform -databaseType type -databaseVersion version
[-results filename]
省略形: -dp -dt type -dv version [-res filename]
特定のデータベース・プラットフォームに関する詳細を表示します。type およ
び version に指定する値は、-listDatabasePlatforms オプションで表示される
値に正確に一致していなければなりません。-results オプションは、すべての
コマンド・オプションに対して使用することができ、ファイルに結果をリダイレ
クトします。ただし、最も便利なのは、-display* オプションに対して使用し
て、オブジェクトの登録時に使用するファイルを作成することです。
コマンドの例:
RepositoryAdmin.bat -displayDatabasePlatform -dt DB2 -dv 10.5

出力例:
DatabasePlatform.databaseType=DB2
DatabasePlatform.version=10.5
DatabasePlatform.jdbcDriverClass=com.ibm.db2.jcc.DB2Driver
DatabasePlatform.jdbcJarFiles=db2jcc.jar,db2jcc_license_cu.jar

-displayDatabaseServer -databaseType type -databaseVersion version
-serverHost hostname [-results filename]
省略形: -ds -dt type -dv version -sh hostname [-res filename]
特定のデータベース・サーバーに関する詳細を表示します。type、version、およ
び hostname に指定する値は、-listDatabaseServers オプションで表示される
値に正確に一致していなければなりません。-results オプションは、すべての
コマンド・オプションに対して使用することができ、ファイルに結果をリダイレ
クトします。ただし、最も便利なのは、-display* オプションに対して使用し
て、オブジェクトの登録時に使用するファイルを作成することです。
コマンドの例:
RepositoryAdmin.bat -displayDatabaseServer -dt DB2 -dv 10.5 -sh localhost

出力例:
DatabasePlatform.databaseType=DB2
DatabasePlatform.version=10.5
DatabaseServer.host=localhost
DatabaseServer.port=50000
DatabaseServer.binPath=C:¥IBM¥SQLLIB¥BIN
DatabaseServer.adminUser=db2admin
DatabaseServer.adminPassword={iisenc}fwGPejos3/I1QmTGHExwGc==

-displayDatabase -dbName name [-results filename]
省略形: -dd -dn name [-res filename]
特定のデータベースに関する詳細を表示します。name に指定する値
は、-listDatabases オプションで表示される値に正確に一致していなければな
りません。-results オプションは、すべてのコマンド・オプションに対して使
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用することができ、ファイルに結果をリダイレクトします。ただし、最も便利な
のは、-display* オプションに対して使用して、オブジェクトの登録時に使用す
るファイルを作成することです。
コマンドの例:
RepositoryAdmin.bat -displayDatabase -dn odb

出力例:
DatabasePlatform.databaseType=DB2
DatabasePlatform.version=10.5
DatabaseServer.host=localhost
DatabaseServer.port=50000
Database.name=odb
Database.alias=odb
Database.location=C:¥

-displayRepository -reposName name [-results filename]
省略形: -dr -rn name [-res filename]
特定のリポジトリーに関する詳細を表示します。リポジトリーとして指定する名
前は、-listRepositories オプションで表示される名前に正確に一致していなけ
ればなりません。-results オプションは、すべてのコマンド・オプションに対
して使用することができ、ファイルに結果をリダイレクトします。ただし、最も
便利なのは、-display* オプションに対して使用して、オブジェクトの登録時に
使用するファイルを作成することです。
コマンドの例:
RepositoryAdmin.bat -displayRepository -rn odb

出力例:
DatabasePlatform.databaseType=DB2
DatabasePlatform.version=10.5
DatabaseServer.host=localhost
DatabaseServer.port=50000
Database.name=odb
Database.alias=odb
Database.location=C:¥
Repository.name=odb
Repository.description=実動エンジン ODB。
Repository.tool=DataStage
Repository.context=production
Repository.schema=odb
RepositoryConnection.name=odb
RepositoryConnection.userName=odb
RepositoryConnection.password={iisenc}gwFQseoj24I/SnCFEH+cWg==
RepositoryConnection.connectionURL=jdbc:db2://localhost:50000/odb
RepositoryConnection.managedDataSourceName=odb
Tablespace.name=DSODBSPACE

ヒント: -displayRepository オプションによって生成される出力を取り込んで
プロパティー・ファイルを作成し、別のリポジトリーを登録するための開始点と
して使用することができます。出力を取り込むには、ファイルにリダイレクトす
るか、-results オプションでファイル名を指定します。
以下に例を示します。
RepositoryAdmin.bat -displayRepository -rn odb -res odb.properties
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編集を行います (サーバーを「localhost」から「testserver」に変更し、データベ
ースを「odb」から「odb1」に変更し、その後、新規リポジトリーを登録する、
など)。
RepositoryAdmin.bat -registerRepository -propertyFile odb.properties

-displayRepositoryConnection -reposName name [-connectionName name]
[-results filename]
省略形: -dc -rn name [-cn name] [-res filename]
リポジトリーの接続に関する詳細を表示します。リポジトリーごとに存在する接
続は 1 つのみなので、接続名はオプションです。-results オプションは、すべ
てのコマンド・オプションに対して使用することができ、ファイルに結果をリダ
イレクトします。ただし、最も便利なのは、-display* オプションに対して使用
して、オブジェクトの登録時に使用するファイルを作成することです。
コマンドの例:
RepositoryAdmin.bat -displayRepositoryConnection -cn odb -rn odb

出力例:
RepositoryConnection.name=odb
RepositoryConnection.userName=odb
RepositoryConnection.password={iisenc}gwFQseoj24I/SnCFEH+cWg==
RepositoryConnection.connectionURL=jdbc:db2://localhost:50000/odb
RepositoryConnection.managedDataSourceName=odb

注: 現在、RepositoryConnection.managedDataSourceName は使用されていませ
ん。指定は任意です。

SQL スクリプトを保存するためのオプション
SQL スクリプトを保存するには、次のオプションを使用します。
-saveSQLScripts [-databaseType type -databaseVersion version -reposTool
name | -reposName name] [-scriptLocation path]
省略形: -sss [-dt type -dv version -to name | -rn name] [-sl path]
任意のデータベース・プラットフォームのための、指定されたツールに関連した
SQL スクリプトを取得します。ツールおよびデータベース・プラットフォーム
をパラメーターとして指定するか、リポジトリー名を指定することができます。
ツールおよびデータベース・プラットフォームを指定した場合は、登録されてい
るとおりにオリジナルのスクリプトが保存されます。リポジトリー名を指定した
場合は、仮スクリプト・パラメーターが各リポジトリー登録プロパティーで置き
換えられた後にスクリプトが保存されます。スクリプトの場所を指定した場合
は、その場所にファイルが保存されます。
パラメーターとしてツールおよびデータベース・プラットフォームを使用したコ
マンドの例:
RepositoryAdmin.bat -saveSQLScripts -dt DB2 -dv 10.5 -to DataStage

このコマンドは、パラメーターを置き換えずに元々登録されていた状態のまま
SQL スクリプトを保存します。
パラメーターとしてリポジトリーおよびオプションのスクリプトの場所を使用し
たコマンドの例:
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RepositoryAdmin.bat -saveSQLScripts -rn odb -sl C:¥tmp

このコマンドは、最初に仮パラメーターを各リポジトリー登録プロパティーで置
き換えてから SQL スクリプトを保存します。スクリプトは C:¥tmp に保存され
ます。

登録オプション
リポジトリー、データベース、およびサーバーをメタデータ・リポジトリーに登録
するには、次のオプションを使用します。
各登録オプションを使用するには、-propertyFile オプションおよびプロパティ
ー・ファイルを使用する必要があります。製品モジュールによっては、編集可能な
プロパティー・ファイル・テンプレートが用意されています (IBM InfoSphere
DataStageオペレーション・データベース 用のものなど)。または、登録したいリポ
ジトリーと類似したものが既に登録済みである場合、display オプションを
-results パラメーターと一緒に使用して、出力をファイルにリダイレクトし、結果
ファイルを編集できます。もちろん、プロパティー・ファイルを初めから作成する
こともできます。次の各オプションでは、特定のエンティティーを登録するために
必要なエントリーを含むプロパティー・ファイルの例を示しています。
-registerRepository -propertyFile filename [-saveSQLScripts
[-scriptLocation directory_path]]
省略形: -rr -pf filename [-sss [-sl directory_path]]
リポジトリーをメタデータ・リポジトリーに登録します。通常、リポジトリー
は、対応するツールのインストール中にインストール・プログラムによって登録
されるか、アップグレードの一環として手動で登録します。新しいリポジトリー
を、インストール後に任意のツールで、または複数のリポジトリーをサポートす
るツールで、あるいは既存のリポジトリーを別のデータベースに再配置する処理
の一環として登録することもできます。
コマンドで指定するプロパティー・ファイルには、必須リポジトリー・プロパテ
ィーを全部含めるほかに、少なくともリポジトリーの登録先データベースを特定
するプロパティーを含める必要があります。
コマンドの例:
RepositoryAdmin.bat -registerRepository -pf odb.properties

リポジトリーの登録に必要なプロパティーを含むプロパティー・ファイルの例:
DatabasePlatform.databaseType=DB2
DatabasePlatform.version=10.5
DatabaseServer.host=localhost
DatabaseServer.port=50000
Database.name=odb
Database.alias=odb
Database.location=C:¥
Repository.name=odb
Repository.description=実動エンジン ODB。
Repository.tool=DataStage
Repository.context=production
Repository.schema=odb
RepositoryConnection.name=odb
RepositoryConnection.userName=odb
RepositoryConnection.password={iisenc}gwFQseoj24I/SnCFEH+cWg==
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ヒント: パスワードは、encrypt コマンドを使用して暗号化したストリングで指
定するのが最善ですが、プレーン・テキストのパスワードを指定することもでき
ます。パスワードは暗号化された形式で格納されますが、 リポジトリーを表示
するときには常に暗号化ストリングとして表示されます。
まだサーバーまたはデータベースを登録していない場合は、リポジトリーを登録
するときに同時に登録されます。ただし、この場合は、登録するデータベースお
よびサーバーに関連した必要な情報をプロパティー・ファイルに指定しておく必
要があります。
この例では、odb という新しいリポジトリーを odb というデータベースに登録
します。まだデータベースが登録されていない場合は、まず、DB2 10.5 プラッ
トフォームのホスト localhost 上のデータベース・サーバーにデータベースが登
録されます。まだデータベース・サーバーが登録されていない場合は、新しいデ
ータベースおよびリポジトリーを登録できるように、データベース・サーバーが
登録されます。リポジトリー接続も登録されます。
新しいリポジトリーを登録する場合は、リポジトリーの登録と同時に
-saveSQLScripts パラメーターを指定できます。このパラメーターを指定するこ
とで、リポジトリーを作成してセットアップするために必要な SQL スクリプト
が生成され、パラメーターが置き換えられた上でディスクに保存されます。例:
RepositoryAdmin.bat -rr -pf odb.properties -saveSQLScripts

ここで SQL スクリプトを保存しておくと、-saveSQLScripts パラメーターを指
定して RepositoryAdmin ツールを再度実行する必要がなくなり、手間を省けま
す。
-registerDatabase -propertyFile filename
省略形: -rd -pf filename
データベースをメタデータ・リポジトリーに登録します。通常、データベース
は、インストール処理中にリポジトリー登録の一環としてインストール・プログ
ラムによって登録されます。インストール後にいずれのツールとも無関係に単独
でデータベースを登録しておき、後からそのデータベースに新規リポジトリーを
登録することができます。
コマンドで指定するプロパティー・ファイルには、必須データベース・プロパテ
ィーを全部含めるほかに、少なくともデータベースの登録先データベース・サー
バーを特定するプロパティーを含める必要があります。
コマンドの例:
RepositoryAdmin.bat -registerDatabase -propertyFile dbsrv.properties

プロパティー・ファイルの例:
DatabasePlatform.databaseType=DB2
DatabasePlatform.version=10.5
DatabaseServer.host=localhost
DatabaseServer.port=50000
Database.name=odb
Database.alias=odb
Database.location=C:¥

-registerDatabaseServer -propertyFile filename
省略形: -rs -pf filename
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データベース・サーバーをメタデータ・リポジトリーに登録します。通常、デー
タベース・サーバーは、インストール処理中にリポジトリー登録の一環としてイ
ンストール・プログラムによって登録されます。インストール後にいずれのツー
ルとも無関係に単独でサーバーを登録しておき、後からそのサーバーに新規デー
タベースを登録することができます。
コマンドで指定するプロパティー・ファイルには、必須データベース・サーバ
ー・プロパティーを全部含めるほかに、少なくともデータベース・サーバーの登
録先データベース・プラットフォームを特定するプロパティーを含める必要があ
ります。
コマンドの例:
RepositoryAdmin.bat -registerDatabaseServer -propertyFile dbsrv.properties

プロパティー・ファイルの例:
DatabasePlatform.databaseType=DB2
DatabasePlatform.version=10.5
DatabaseServer.host=localhost
DatabaseServer.port=50000
DatabaseServer.binPath=C:¥IBM¥SQLLIB¥BIN
DatabaseServer.adminUser=db2admin
DatabaseServer.adminPassword={iisenc}fwGPejos3/I1QmTGHExwGc==

ヒント: パスワードは、encrypt コマンドを使用して暗号化したストリングで指
定するのが最善ですが、プレーン・テキストのパスワードを指定することもでき
ます。パスワードは暗号化された形式で格納されますが、 データベース・サー
バーを表示するときには常に暗号化ストリングとして表示されます。

更新オプション
データベース・リポジトリー、データベース・サーバー、およびリポジトリー接続
の登録を更新するには、次のオプションを使用します。
-updateRepository -reposName name [-reposContext name] [-reposTool
tool_name] [-reposSchema schema_name] [-reposDescription "description"]
省略形: -ur -rn name [-ct name] [-to name] [-sc name] [-de
"description"]
指定された情報でリポジトリーの登録を更新します。指定される場合、リポジト
リー・ツールは、そのリポジトリーを使用するツールと一致しなければならず、
スキーマはリポジトリーのスキーマと一致しなければなりません。リポジトリー
のコンテキストおよび説明は、任意の有用なストリングにすることができます。
例えば、複数のオペレーション・データベースがある場合は、キーワードを追加
して、各データベースを使用するコンテキストを示したり、説明に各リポジトリ
ーの詳細を記述したりすることができます。
コマンドの例:
RepositoryAdmin.bat -updateRepository -rn odb -ct QA -de "QA engine ODB"

-updateRepositoryConnection -reposName name [-connectionName name]
[-connectionUser username] [-connectionPassword "password"] [-connectionURL
URL] [-connectionManagedDSN dsnname] [-connectionProperties
{property=value}...]
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省略形: -uc -rn name [-cn name] [-cw "password"] [-cr URL] [-cm dsnname]
[-cp {property=value}...]
指定された情報でリポジトリー接続の登録を更新します。接続名は、接続を識別
するのに使用されるオプションのパラメーターです。このコマンド・オプション
によって変更できる値ではありません。接続管理の DSN 名は現在使用されてい
ません。 パスワードを更新する場合は、プレーン・テキストのパスワードを指
定するか、encrypt コマンドによって暗号化したストリングを指定できます。プ
ロパティーおよび値を指定することにより、他の接続プロパティーを追加または
変更することもできます。プロパティーは、データベースまたは JDBC ドライ
バーに固有のものにすることができ、必要に応じて特別な場合に対処する目的で
使用することを意図しています。複数のプロパティーと値の組み合わせを指定す
る場合は、セミコロン (;) で区切ってください。接続プロパティーを更新した後
は、必ず接続をテストするようにしてください。
パスワードを更新し、追加プロパティーを設定するコマンドの例:
RepositoryAdmin.bat -updateRepositoryConnection -cn odb -rn odb
-cw "{iisenc}gwFQseoj24I/SnCFEH+cWg==" -cp traceFileSize=2621440;traceOption=1

プロパティーを削除する場合は、次の例のように、値なしのプロパティー名を指
定してください。
プロパティーを削除するコマンドの例:
RepositoryAdmin.bat -updateRepositoryConnection -cn odb -rn odb -cp traceOption=

接続 URL は、アプリケーションがリポジトリーに接続するためにそれを取得し
ようとしたとき、またはリポジトリー・プロパティーが表示されたときなどの実
行時に、通常は別の登録プロパティーから派生されます。しかし、接続 URL を
ご自分で明示的に指定することを選択できます。
接続 URL を更新するコマンドの例:
RepositoryAdmin.bat -updateRepositoryConnection -cn odb -cr
jdbc:db2://localhost:50000/odb
値としてブランク・スペースを指定することにより、明示的に設定した接続
URL を削除することもできます。これを行うと、再度接続 URL が他のプロパ
ティーから導出されるようになります。
明示的な接続 URL を削除するコマンドの例:
RepositoryAdmin.bat -updateRepositoryConnection -cn odb -rn odb -cr " "

-updateDatabaseServer -databaseType type -databaseVersion version
-serverHost hostname [-serverPort portnum] [-serverBinPath path]
[-serverUser username] [-serverPassword "password"]
省略形: -us -dt type -dv version -sh hostname [-sp portnum] [-sb path]
[-su username] [-sw "password"]
指定された情報でデータベース・サーバーの登録を更新します。このコマンド
で、サーバー・ポート、サーバー bin パス、およびアドミニストレーターの証
明情報を更新できます。アドミニストレーターの証明情報は登録のために必要と
いうわけではなく、証明情報がなくてもツールのランタイム操作はリポジトリー

第 9 章 データ・ストアの管理

223

にアクセスできます。しかし、マイグレーションなど、他の処理では証明情報が
必要になる場合があるため、登録後の任意の時点で設定や更新を行えるようにな
っています。
コマンドの例:
RepositoryAdmin.bat -updateDatabaseServer -dt DB2 -dv 10.5
-sh localhost -sw "{iisenc}fwGPejos3/I1QmTGHExwGc=="

ヒント: パスワードは、encrypt コマンドを使用して暗号化したストリングで指
定するのが最善ですが、プレーン・テキストのパスワードを指定することもでき
ます。

登録抹消オプション
リポジトリー、接続、およびデータベース・サーバーは、通常のアンインストール
処理中にメタデータ・リポジトリーから登録抹消されます。しかし、リポジトリー
を再配置する場合などには、RegistrationAdmin ツールを使用してこれらのエンテ
ィティーを登録抹消することができます。
-unregisterRepository -reposName name
省略形: -urr -rn name
リポジトリーをメタデータ・リポジトリーから登録抹消します。対応するツール
をアンインストールした場合、または登録済みのリポジトリーを別のデータベー
スに再配置する場合は、リポジトリーを登録抹消する必要があります。
コマンドの例:
RepositoryAdmin.bat -unregisterRepository -rn odb

-unregisterDatabase -dbName name
省略形: -urd -dn name
データベースをメタデータ・リポジトリーから登録抹消します。データベースを
登録抹消できるのは、リポジトリーがまったく登録されていない場合のみです。
データベースを登録抹消するには、まず各リポジトリーを登録抹消する必要があ
ります。すべてのリポジトリーを別のデータベース・サーバーに再配置する場合
は、手動でデータベースを登録抹消してください。
コマンドの例:
RepositoryAdmin.bat -unregisterDatabase -dn odb

-unregisterDatabaseServer -databaseType type -databaseVersion version
-serverHost hostname
省略形: -urs -dt type -dv version -sh hostname
データベース・サーバーをメタデータ・リポジトリーから登録抹消します。デー
タベース・サーバーを登録抹消できるのは、データベースがまったく登録されて
いない場合のみです。データベース・サーバーを登録抹消するには、まず各デー
タベースを登録抹消する必要があります。すべてのデータベースを別のサーバー
に再配置する場合は、手動でデータベース・サーバーを登録抹消してください。
コマンドの例:
RepositoryAdmin.bat -unregisterDatabaseServer -dt DB2 -dv 10.5 -host localhost
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リポジトリー接続をテストするためのオプション
リポジトリー接続をテストするには、次のオプションを使用します。接続プロパテ
ィーを更新した後は、必ず接続をテストするようにしてください。
-testRepositoryConnection -reposName name -connectionName name
省略形: -tc -rn name -cn name
リポジトリー接続をテストします。リポジトリーの名前とリポジトリー接続の名
前を指定します。
コマンドの例:
RepositoryAdmin.bat -testRepositoryConnection -rn odb -cn odb

RepositoryAdmin ツールの例
以降のトピックでは、いろいろなシナリオで ReposAdmin ツールを使用する方法を
ステップバイステップで示します。

例: 接続プロパティーの変更
このシナリオでは、接続で使用するデータベース・ユーザーのパスワードを更新し
ます。

始める前に
この手順で行うのは、接続で使用するパスワードの変更だけです。正常に接続する
ためには、先にデータベース自体のパスワードを変更しておいてください。この例
では、IBM InfoSphere QualityStage standardization rules designer データベース・リ
ポジトリーの接続パスワードを更新します。

手順
1. 変更するリポジトリーの名前が不明な場合は、最初に次のようにしてリポジトリ
ーをリストします。
cd ¥IBM¥InformationServer¥ASBServer¥bin
RepositoryAdmin.bat -listRepositories
DSODB
QSSRDDB
ESDB

2. encrypt コマンドを使用して新規パスワードを作成し、返されたストリングをク
リップボードにコピーします。
encrypt.bat
Enter the text to encrypt:
Enter the text again to confirm:
{iisenc}PsqKLr7z3JOLJCQ4QhbrrA==

3. リポジトリー名を指定し、パスワードをクリップボードから貼り付けて、 接続
を更新します。
RepositoryAdmin.bat -updateRepositoryConnection
-cn QSSRDDB -rn QSSRDDB -cw "{iisenc}PsqKLr7z3JOLJCQ4QhbrrA=="
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タスクの結果
IBM InfoSphere QualityStage standardization rules designer データベースの接続パス
ワードが変更されました。この例に従って IBM InfoSphere DataStage オペレーショ
ン・データベースまたは IBM InfoSphere Data Quality Console 例外データベースの
接続パスワードを変更する場合、それぞれのリポジトリー接続ファイルも変更する
必要があります。

例: リポジトリーの手動登録
このシナリオでは、新しいリポジトリーを手動で登録します。例えば、アプリケー
ションをアップグレードするときに、そのリポジトリーを手動で登録および作成す
る必要がある場合があります。RepositoryAdmin ツールを使用してリポジトリーを
登録し、リポジトリーの作成およびセットアップに使用する SQL スクリプトを生
成します。

このタスクについて
この例では、既にアップグレードを完了しており、アップグレード・プロセスで新
しいリポジトリーの作成と登録が必要とされていると想定しています。ここでは、
例として Standardization Rules Designer データベースを使用します。

手順
1. 新しいリポジトリーに必要なすべての情報を含む新しいリポジトリー・プロパテ
ィー・ファイルを作成し、編集します。 Standardization Rules Designer データベ
ースについて、以下のプロパティーと値をファイルに指定します。
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プロパティー名

値の説明

DatabasePlatform.databaseType

使用するデータベース・プラットフォームのタイプを
指定します。値は、RepositoryAdmin -ls コマンドの
出力行の最初の値に表示される、サポートされるデー
タベース・プラットフォームのいずれかと一致してい
る必要があります。

DatabasePlatform.version

データベース・プラットフォームのバージョンを指定
します。値は、RepositoryAdmin -ls コマンドの出力
行の 2 番目の値に表示される、サポートされるデータ
ベース・プラットフォーム・バージョンのいずれかと
一致している必要があります。

DatabaseServer.host

Standardization Rules Designerリポジトリーを置くデー
タベース・サーバーのホスト名を指定します。

DatabaseServer.port

Standardization Rules Designerリポジトリーを置くデー
タベース・サーバーのポート番号を指定します。

Database.name

Standardization Rules Designer リポジトリーを置くデー
タベースの名前を指定します。

Database.alias

Standardization Rules Designer リポジトリーを置くデー
タベースの別名を指定します。これはデータベース名
と一致しなければなりません。

Database.location

Standardization Rules Designer リポジトリーを置くファ
イル・システム・パスの場所を指定します。

プロパティー名

値の説明

Repository.name

Standardization Rules Designer リポジトリーに付与する
名前を指定します。

Repository.tool

StandardizationRulesDesigner を指定します。

Repository.schema

この値を Repository.userName 値と一致するように設
定します。

RepositoryConnection.name

この値を Repository.name と一致するように設定しま
す。

RepositoryConnection.userName

Standardization Rules Designer リポジトリーのオーナー
のユーザー名を指定します。メタデータ・リポジトリ
ーのオーナーのユーザー名 (通常は、xmeta) は使用し
ないでください。

RepositoryConnection.password

リポジトリー接続ユーザー名のパスワードを指定しま
す。
ヒント: 接続パスワードは、プレーン・テキストとし
て指定するか、encrypt コマンドで暗号化したストリ
ングとして指定することができます。

RepositoryConnection.properties

Oracle の場合、以下を指定します。
SID=Oracle_SID;batchPerformanceWorkaround=true
Oracle_SID は、Oracle データベース・インスタンスの
固有の名前です。
他のデータベース・システム用にこの値をブランクに
しておくことができます。

Tablespace.name

QSSRDSPACE を指定します。

プロパティー・ファイル (ここでは srd.properties とします) の内容の例を次
に示します。
DatabasePlatform.databaseType=DB2
DatabasePlatform.version=10.5
DatabaseServer.host=prod1
DatabaseServer.port=50000
Database.name=srd
Database.alias=srd
Database.location=C:¥
Repository.name=QSSRDDB
Repository.description=実動 Standardization Rules Designer データベース。
Repository.tool=StandardizationRulesDesigner
Repository.schema=srduser
RepositoryConnection.name=QSSRDDB
RepositoryConnection.userName=srduser
RepositoryConnection.password={iisenc}gwFQseoj24I/SnCFEH+cWg==
Tablespace.name=QSSRDSPACE

2. サービス層のコンピューターで、 新しいリポジトリーを登録し、新しいリポジ
トリーの作成およびセットアップに必要な SQL スクリプトを保存します。
RepositoryAdmin.bat -registerRepository -pf srd.properties

3. リポジトリーを作成するために使用する SQL スクリプトを生成します。完了し
たら、SQL スクリプト内でパスワード・エントリーを検索し、値を変更しま
す。
RepositoryAdmin.bat -saveSQLScripts -rn QSSRDDB
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スクリプトは、それぞれの登録済みデータベース・プラットフォームに対して保
存されます。スクリプト内の関連パラメーターは、パスワードの値は除いて、登
録で指定されている適切な値に置換されます。
4. リポジトリーをホストするコンピューターがサービス層のコンピューターと異な
る場合は、新しいリポジトリーを収容するコンピューターにこの SQL スクリプ
トをコピーします。
5. スクリプトを実行します。Standardization Rules Designerデータベースに対して、
以下の手順で示すようにスクリプトを実行してください。
IBM DB2
DB2 インスタンス・オーナーとして、以下の手順を実行します。
a. メタデータ・リポジトリーとは分離されているデータベース内に
Standardization Rules Designerリポジトリーを作成する場合は、次のス
クリプトを実行します。
db2 -tf qssrd_db_creation.sql

b. 以下のスクリプトを実行して、下記に示されているデータベースに接
続して、リポジトリーに必要な表スペース、スキーマ、および表を作
成します。
db2 -tf qssrd_tablespace_creation.sql
db2 -tf qssrd_permissions_schema_creation.sql
db2 connect to SRD_db_name user SRD_db_user_name
using SRD_db_user_password
db2 -tf qssrd_table_creation.sql

Oracle 以下のスクリプトを実行して、リポジトリーに必要な表スペース、スキ
ーマ、および表を作成します。
sqlplus -L system/password@SID @qssrd_tablespace_creation.sql
sqlplus -L system/password@SID @qssrd_user_config.sql SRD_user_password
sqlplus -L system/password@SID @qssrd_table_creation.sql

Microsoft SQL Server
a.

Standardization Rules Designer リポジトリーをホストしているサーバ
ーがメタデータ・リポジトリーをホストしておらず、かつ、XA トラ
ンザクション用にセットアップされていない場合は、ご使用の SQL
Server のトピックのステップ 1 から 3 を実行して、XA トランザク
ションを使用可能にします。
v SQL Server 2008 用のステップ
v SQL Server 2012 用のステップ

b. メタデータ・リポジトリーとは分離されているデータベース内に
Standardization Rules Designer リポジトリーを作成する場合は、次の
スクリプトを実行します。
sqlcmd -b -i qssrdb_db_creation.sql

c. 以下のスクリプトを実行して、リポジトリーをセットアップします。
sqlcmd -b -i qssrd_user_config.sql -vPASSWORD=SRD_db_user_password
sqlcmd -b -i qssrdb_table_creation.sql

6. サービス層から、新しいリポジトリーへの接続をテストします。
RepositoryAdmin.bat -testRepositoryConnection -cn QSSRDDB -rn QSSRDDB
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例: 既存リポジトリーのスキーマのアップグレード
IBM InfoSphere Information Server をアップグレードする場合は、一部のデータベー
スのスキーマをアップグレードすることが必要な場合もあります。例えば、バージ
ョン 9.1 では IBM InfoSphere DataStage のオペレーション・データベース・スキー
マが変更されており、アップグレードする必要があります。

このタスクについて
このシナリオでは、既存のオペレーション・データベースのスキーマをアップグレ
ードすると想定しています。既にインストール・ツールの実行が完了しており、製
品がアップグレードされています。また、手動でリポジトリーをメタデータ・リポ
ジトリーに登録してあります。アップグレードを完了するために、新規表および新
規列でリポジトリーを更新するための SQL スクリプトを作成して実行します。

手順
1. サービス層のコンピューターから、オペレーション・データベースに関連した
SQL スクリプトを保存します。
RepositoryAdmin.bat -saveSQLScripts -rn odb

2. オペレーション・データベースをホストするコンピューターがサービス層のコン
ピューターと異なる場合は、データベースを収容するコンピューターにこの
SQL スクリプトをコピーします。オペレーション・データベースのスキーマを
アップグレードするために、アップグレード操作に関連したスクリプトを実行し
ます。

リポジトリーの再配置の例
DSODB、QSSRRDB、または ESDB の各リポジトリーを再配置するには、このセク
ションの例に従います。

例: DSODB の再配置
このシナリオでは、InfoSphere DataStage and QualityStage オペレーション・データ
ベース (DSODB) を別のコンピューターに再配置します。最近、よりリソースの多
いコンピューターを入手したので、別のホスト名を使用して、新しいサーバーにリ
ポジトリーを移動することにします。

このタスクについて
このシナリオでは、リポジトリーをあるコンピューターから別のコンピューターに
再配置するが、同じサービス層を使用して同じメタデータ・リポジトリーでリポジ
トリー登録を管理することを想定しています。この例では、コンピューターの名前
がそれぞれ異なりますが、証明情報およびデータベースのプロパティーは同じまま
です。また、データを含む物理データベースの新しいコンピューターへの再配置
は、標準のバックアップ操作およびリストア操作を使用して既に完了しているもの
とします。さらに、データベース内のスキーマはこのリポジトリーのみであると想
定しています。データベース内に追加のリポジトリーが存在する場合、各リポジト
リーに対してプロセスを繰り返してください。以下のプロセスで、再配置されるリ
ポジトリーの登録を更新するために必要なステップを説明します。
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注: このリポジトリー・スキーマがメタデータ・リポジトリー・データベース内に
あり、メタデータ・リポジトリー・データベースそのものを再配置する場合は、代
わりに、メタデータ・リポジトリー・データベースのホスト名およびポートの変更
の手順に従ってください。

手順
1. サービス層コンピューターにログインします。
2. 既存リポジトリーの名前が不明な場合は、最初に次のようにしてリポジトリーを
リストします。 以下に例を示します。
cd ¥IBM¥InformationServer¥ASBServer¥bin
RepositoryAdmin.bat -listRepositories
DSODB
QSSRDDB
ESDB

3. プロパティーを表示し、出力をファイルにリダイレクトすることによって、テン
プレートとして使用するリポジトリー・プロパティー・ファイルを作成します。
プロパティー・ファイルは、この後のステップで新しいリポジトリーを登録する
ために必要になります。 次に例を示します。
RepositoryAdmin.bat -displayRepository -rn DSODB -res DSODB.properties

DSODB.properties ファイルの内容の例:
DatabasePlatform.databaseType=DB2
DatabasePlatform.version=10.5
DatabaseServer.host=server1
DatabaseServer.port=50000
Database.name=DSODB
Database.alias=DSODB
Database.location=C:¥
Repository.name=DSODB
Repository.description=Operations Database repository.
Repository.tool=DataStage
Repository.context=operations
Repository.schema=DSODB
RepositoryConnection.userName=DSODB
RepositoryConnection.password={iisenc}gwFQseoj24I/SnCFEH+cWg==
RepositoryConnection.connectionURL=jdbc:db2://test1:50000/DSODB

4. 新規のコンピューターで使用するための値を使用して DSODB.properties ファイ
ルを編集します。この例では、ホスト名のみを変更します。データベースまたは
リポジトリーも名前変更した場合は、それらの値も変更してください。 データ
ベースが高可用性向けに構成されていない場合は、接続 URL プロパティーを削
除します。ツールは、ファイルの他のプロパティーから URL を導出できます。
DatabasePlatform.databaseType=DB2
DatabasePlatform.version=10.5
DatabaseServer.host=server2
DatabaseServer.port=50000
Database.name=DSODB
Database.alias=DSODB
Database.location=C:¥
Repository.name=DSODB
Repository.description=Operations Database repository.
Repository.tool=DataStage
Repository.context=operations
Repository.schema=DSODB
RepositoryConnection.userName=DSODB
RepositoryConnection.password={iisenc}gwFQseoj24I/SnCFEH+cWg==
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5. 既存のリポジトリーを登録抹消します。 新規リポジトリーの名前は、既存の登
録済みリポジトリーと同じ名前にするため、最初に既存のリポジトリーを登録抹
消する必要があります。 リポジトリー名は固有でなければなりません。
RepositoryAdmin.bat -unregisterRepository -rn DSODB

6. 編集済みのプロパティー・ファイルを使用して、新しいサーバー、データベー
ス、およびリポジトリーを登録します。 このステップで行う必要があるのは、
リポジトリーの登録だけです。RepositoryAdmin ツールでリポジトリーを登録す
るときに、サーバーおよびデータベースがまだ登録されていない場合は、この操
作の実行中に登録されます。
RepositoryAdmin.bat -registerRepository -pf DSODB.properties

7.

各エンジン層で、新規リポジトリーの接続情報で接続構成ファイルを更新しま
す。次の例のように、リポジトリーに対応するディレクトリーから
RegistrationCommand ツールを実行します。
cd /opt/IBM/InformationServer/Server/DSODB
../../ASBNode/bin/RegistrationCommand.sh -get_config
-authfile isadmin.credentials -rp DSODB -cf DSODBConnect.tmpl
-res DSODBConnect.cfg

-cf オプションを指定すると、テンプレート内の変数名が、構成テンプレート・
ファイル (.tmpl ファイル) 内のパラメーターに対応するリポジトリーの接続の
詳細で置換され、結果が出力ファイル (.cfg ファイル) に書き込まれます。
@DBTYPE@、@DRIVER_CLASS@、@DRIVER_JARFILES@、@CONNECTION_URL@、
@DATABASE_USER@、@PASSWORD@ に対応する値が見つかった場合、それらのパラメ
ーターは置換されます。
8. サービス層から、新しいリポジトリーへの接続をテストします。
RepositoryAdmin.bat -testRepositoryConnection -rn DSODB -cn DSODB

注: このコマンドのテストについて詳しくは、モニター・システムの構成の検査
のトピックを参照してください。
9. 再配置する各リポジトリーについてこの手順を繰り返します。 1 つ以上のデー
タベースから他のデータベースへ、または 1 つ以上のサーバーから他のサーバ
ーへすべてのリポジトリーをマイグレーションする場合は、元のデータベースま
たはサーバーを登録抹消し、元のデータベースをドロップします。ただし、デー
タベースを登録抹消すると、そのデータベース内のすべてのリポジトリーが登録
抹消されるため、注意してください。同様に、サーバーを登録抹消すると、その
サーバー上のすべてのデータベースが登録抹消されます。例えば、次のコマンド
は、server1 とそのサーバー上のすべてのデータベースとリポジトリーを登録抹
消します。このため、このコマンドを実行する前に、新しいサーバー上ですべて
のリポジトリーを登録する必要があります。
RepositoryAdmin.bat -unregisterDatabaseServer -dt DB2 -dv 10.5 -sh server1

ただし、新しいリポジトリーを登録する前に古いリポジトリーを登録抹消したと
しても、新しいリポジトリーを登録するためにプロパティー・ファイルを最初か
ら作成することが必要になるだけです。登録抹消プロセスを最後に実行する場
合、このタスクに記述されているとおり、最初に -displayRepository コマン
ド・オプションを使用して、処理に使用するテンプレート・ファイルを作成でき
るので、作業の一部を省略できます。
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例: QSSRDDB の再配置
このシナリオでは、 IBM InfoSphere QualityStage Standardization Rules Designer デ
ータベース (QSSRDDB) を別のコンピューターに再配置します。最近、よりリソー
スの多いコンピューターを入手したので、別のホスト名を使用して、新しいサーバ
ーにデータベースを移動することにします。

このタスクについて
このシナリオでは、リポジトリーをあるコンピューターから別のコンピューターに
再配置するが、同じサービス層を使用して同じメタデータ・リポジトリーでリポジ
トリー登録を管理することを想定しています。この例では、コンピューターの名前
がそれぞれ異なりますが、証明情報およびデータベースのプロパティーは同じまま
です。また、データを含む物理データベースの新しいコンピューターへの再配置
は、標準のバックアップ操作およびリストア操作を使用して既に完了しているもの
とします。さらに、データベース内のスキーマはこのリポジトリーのみであると想
定しています。データベース内に追加のリポジトリーが存在する場合、各リポジト
リーに対してプロセスを繰り返してください。以下のプロセスで、再配置されるリ
ポジトリーの登録を更新するために必要なステップを説明します。
注: このリポジトリー・スキーマがメタデータ・リポジトリー・データベース内に
あり、メタデータ・リポジトリー・データベースそのものを再配置する場合は、代
わりに、メタデータ・リポジトリー・データベースのホスト名およびポートの変更
の手順に従ってください。

手順
1. サービス層コンピューターにログインします。
2. 既存リポジトリーの名前が不明な場合は、最初に次のようにしてリポジトリーを
リストします。 以下に例を示します。
cd ¥IBM¥InformationServer¥ASBServer¥bin
RepositoryAdmin.bat -listRepositories
DSODB
QSSRDDB
ESDB

3. プロパティーを表示し、出力をファイルにリダイレクトすることによって、テン
プレートとして使用するリポジトリー・プロパティー・ファイルを作成します。
プロパティー・ファイルは、この後のステップで新しいリポジトリーを登録する
ために必要になります。
RepositoryAdmin.bat -displayRepository -rn QSSRDDB -res QSSRDDB.properties

QSSRDDB.properties ファイルの内容の例:
DatabasePlatform.databaseType=DB2
DatabasePlatform.version=10.5
DatabaseServer.host=server1
DatabaseServer.port=50000
Database.name=QSSRDDB
Database.alias=QSSRDDB
Database.location=C:¥
Repository.name=QSSRDDB
Repository.description=Standardization Rules Designer repository.
Repository.tool=StandardizationRulesDesigner
Repository.context=rules designer
Repository.schema=QSSRDDB
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RepositoryConnection.userName=QSSRDDB
RepositoryConnection.password={iisenc}gwFQseoj24I/SnCFEH+cWg==
RepositoryConnection.connectionURL=jdbc:db2://test1:50000/QSSRDDB

4. 新規のコンピューターで使用するための値を使用して QSSRDDB.properties ファ
イルを編集します。この例では、ホスト名のみを変更します。データベースまた
はリポジトリーも名前変更した場合は、それらの値も変更してください。 デー
タベースが高可用性向けに構成されていない場合は、接続 URL プロパティーを
削除します。ツールは、ファイルの他のプロパティーから URL を導出できま
す。
DatabasePlatform.databaseType=DB2
DatabasePlatform.version=10.5
DatabaseServer.host=prod1
DatabaseServer.port=50000
Database.name=QSSRDDB
Database.alias=QSSRDDB
Database.location=C:¥
Repository.name=QSSRDDB
Repository.description=Standardization Rules Designer repository.
Repository.tool=StandardizationRulesDesigner
Repository.context=rules designer
Repository.schema=QSSRDDB
RepositoryConnection.userName=QSSRDDB
RepositoryConnection.password={iisenc}gwFQseoj24I/SnCFEH+cWg==

5. 既存のリポジトリーを登録抹消します。 新規リポジトリーの名前は、既存の登
録済みリポジトリーと同じ名前にするため、最初に既存のリポジトリーを登録抹
消する必要があります。 リポジトリー名は固有でなければなりません。
RepositoryAdmin.bat -unregisterRepository -rn QSSRDDB

6. 編集済みのプロパティー・ファイルを使用して、新しいサーバー、データベー
ス、およびリポジトリーを登録します。このステップで行う必要があるのは、
リポジトリーの登録だけです。RepositoryAdmin ツールでリポジトリーを登録す
るときに、サーバーおよびデータベースがまだ登録されていない場合は、この操
作の実行中に登録されます。
RepositoryAdmin.bat -registerRepository -pf QSSRDDB.properties

7. サービス層から、新しいリポジトリーへの接続をテストします。
RepositoryAdmin.bat -testRepositoryConnection -rn QSSRDDB -cn QSSRDDB

注: このコマンドのテストについて詳しくは、モニター・システムの構成の検査
のトピックを参照してください。
8. WebSphere Application Server の開始時にリポジトリー・データベースが検出さ
れるように、WebSphere Application Server 管理コンソールで接続プロパティー
を変更します。 の手順に従って、このステップを完了します。
9. 再配置する各リポジトリーについてこの手順を繰り返します。 1 つ以上のデー
タベースから他のデータベースへ、または 1 つ以上のサーバーから他のサーバ
ーへすべてのリポジトリーをマイグレーションする場合は、元のデータベースま
たはサーバーを登録抹消し、元のデータベースをドロップします。ただし、デー
タベースを登録抹消すると、そのデータベース内のすべてのリポジトリーが登録
抹消されるため、注意してください。同様に、サーバーを登録抹消すると、その
サーバー上のすべてのデータベースが登録抹消されます。例えば、次のコマンド
は、server1 とそのサーバー上のすべてのデータベースとリポジトリーを登録抹
消します。このため、このコマンドを実行する前に、新しいサーバー上ですべて
のリポジトリーを登録する必要があります。
第 9 章 データ・ストアの管理

233

RepositoryAdmin.bat -unregisterDatabaseServer -dt DB2 -dv 10.5 -sh server1

ただし、新しいリポジトリーを登録する前に古いリポジトリーを登録抹消したと
しても、新しいリポジトリーを登録するためにプロパティー・ファイルを最初か
ら作成することが必要になるだけです。登録抹消プロセスを最後に実行する場
合、このタスクに記述されているとおり、最初に -displayRepository コマン
ド・オプションを使用して、処理に使用するテンプレート・ファイルを作成でき
るので、作業の一部を省略できます。

例: ESDB の再配置
このシナリオでは、IBM InfoSphere Data Quality Console 例外データベース (ESDB)
を別のコンピューターに再配置します。最近、よりリソースの多いコンピューター
を入手したので、別のホスト名を使用して、新しいサーバーにデータベースを移動
することにします。

このタスクについて
このシナリオでは、リポジトリーをあるコンピューターから別のコンピューターに
再配置するが、同じサービス層を使用して同じメタデータ・リポジトリーでリポジ
トリー登録を管理することを想定しています。この例では、コンピューターの名前
がそれぞれ異なりますが、証明情報およびデータベースのプロパティーは同じまま
です。また、データを含む物理データベースの新しいコンピューターへの再配置
は、標準のバックアップ操作およびリストア操作を使用して既に完了しているもの
とします。さらに、データベース内のスキーマはこのリポジトリーのみであると想
定しています。データベース内に追加のリポジトリーが存在する場合、各リポジト
リーに対してプロセスを繰り返してください。以下のプロセスで、再配置されるリ
ポジトリーの登録を更新するために必要なステップを説明します。
注: このリポジトリー・スキーマがメタデータ・リポジトリー・データベース内に
あり、メタデータ・リポジトリー・データベースそのものを再配置する場合は、代
わりに、メタデータ・リポジトリー・データベースのホスト名およびポートの変更
の手順に従ってください。

手順
1. サービス層コンピューターにログインします。
2. 既存リポジトリーの名前が不明な場合は、最初に次のようにしてリポジトリーを
リストします。 以下に例を示します。
cd ¥IBM¥InformationServer¥ASBServer¥bin
RepositoryAdmin.bat -listRepositories
DSODB
QSSRDDB
ESDB

3. プロパティーを表示し、出力をファイルにリダイレクトすることによって、テン
プレートとして使用するリポジトリー・プロパティー・ファイルを作成します。
プロパティー・ファイルは、この後のステップで新しいリポジトリーを登録する
ために必要になります。
RepositoryAdmin.bat -displayRepository -rn ESDB -res ESDB.properties

ESDB.properties ファイルの内容の例:
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DatabasePlatform.databaseType=DB2
DatabasePlatform.version=10.5
DatabaseServer.host=server1
DatabaseServer.port=50000
Database.name=ESDB
Database.alias=ESDB
Database.location=C:¥
Repository.name=ESDB
Repository.description=Exception Stage repository
Repository.tool=DataQualityConsole
Repository.context=test
Repository.schema=ESDB
RepositoryConnection.userName=ESDB
RepositoryConnection.password={iisenc}gwFQseoj24I/SnCFEH+cWg==
RepositoryConnection.connectionURL=jdbc:db2://test1:50000/ESDB

4. 新規のコンピューターで使用するための値を使用して ESDB.properties ファイ
ルを編集します。この例では、ホスト名のみを変更します。データベースまたは
リポジトリーも名前変更した場合は、それらの値も変更してください。 データ
ベースが高可用性向けに構成されていない場合は、接続 URL プロパティーを削
除します。ツールは、ファイルの他のプロパティーから URL を導出できます。
DatabasePlatform.databaseType=DB2
DatabasePlatform.version=10.5
DatabaseServer.host=server2
DatabaseServer.port=50000
Database.name=ESDB
Database.alias=ESDB
Database.location=C:¥
Repository.name=ESDB
Repository.description=Exception Stage repository.
Repository.tool=DataQualityConsole
Repository.context=
Repository.schema=ESDB
RepositoryConnection.userName=ESDB
RepositoryConnection.password={iisenc}gwFQseoj24I/SnCFEH+cWg==

5. 既存のリポジトリーを登録抹消します。 新規リポジトリーの名前は、既存の登
録済みリポジトリーと同じ名前にするため、最初に既存のリポジトリーを登録抹
消する必要があります。 リポジトリー名は固有でなければなりません。
RepositoryAdmin.bat -unregisterRepository -rn ESDB

6. 編集済みのプロパティー・ファイルを使用して、新しいサーバー、データベー
ス、およびリポジトリーを登録します。 このステップで行う必要があるのは、
リポジトリーの登録だけです。RepositoryAdmin ツールでリポジトリーを登録す
るときに、サーバーおよびデータベースがまだ登録されていない場合は、この操
作の実行中に登録されます。
RepositoryAdmin.bat -registerRepository -pf ESDB.properties

7. 各エンジン層で、新規リポジトリーの接続情報で接続構成ファイルを更新しま
す。次の例のように、リポジトリーに対応するディレクトリーから
RegistrationCommand ツールを実行します。
cd /opt/IBM/InformationServer/Server/ESDB
../../ASBNode/bin/RegistrationCommand.sh -get_config
-authfile isadmin.credentials -rp ESDB -cf ESDBConnect.tmpl
-res ESDBConnect.cfg

-cf オプションを指定すると、テンプレート内の変数名が、構成テンプレート・
ファイル (.tmpl ファイル) 内のパラメーターに対応するリポジトリーの接続の
詳細で置換され、結果が出力ファイル (.cfg ファイル) に書き込まれます。
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@DBTYPE@、@DRIVER_CLASS@、@DRIVER_JARFILES@、@CONNECTION_URL@、
@DATABASE_USER@、@PASSWORD@ に対応する値が見つかった場合、それらのパラメ
ーターは置換されます。
8. サービス層から、新しいリポジトリーへの接続をテストします。
RepositoryAdmin.bat -testRepositoryConnection -rn ESDB -cn ESDB

9. 再配置する各リポジトリーについてこの手順を繰り返します。 1 つ以上のデー
タベースから他のデータベースへ、または 1 つ以上のサーバーから他のサーバ
ーへすべてのリポジトリーをマイグレーションする場合は、元のデータベースま
たはサーバーを登録抹消し、元のデータベースをドロップします。ただし、デー
タベースを登録抹消すると、そのデータベース内のすべてのリポジトリーが登録
抹消されるため、注意してください。同様に、サーバーを登録抹消すると、その
サーバー上のすべてのデータベースが登録抹消されます。例えば、次のコマンド
は、server1 とそのサーバー上のすべてのデータベースとリポジトリーを登録抹
消します。このため、このコマンドを実行する前に、新しいサーバー上ですべて
のリポジトリーを登録する必要があります。
RepositoryAdmin.bat -unregisterDatabaseServer -dt DB2 -dv 10.5 -sh server1

ただし、新しいリポジトリーを登録する前に古いリポジトリーを登録抹消したと
しても、新しいリポジトリーを登録するためにプロパティー・ファイルを最初か
ら作成することが必要になるだけです。登録抹消プロセスを最後に実行する場
合、このタスクに記述されているとおり、最初に -displayRepository コマン
ド・オプションを使用して、処理に使用するテンプレート・ファイルを作成でき
るので、作業の一部を省略できます。

例: リポジトリーのホスト名構成の変更
特定のリポジトリーをホストするサーバーのホスト名が変更される場合、そのホス
トに関連付けられたリポジトリーの構成を変更する必要があります。

このタスクについて
RepositoryAdmin ツールによって管理されるリポジトリーの場合、以下の手順に従
います。
メタデータ・リポジトリー、またはメタデータ・リポジトリー・データベース内に
存在するその他のリポジトリーをホストするサーバーのホスト名を変更する場合
は、この手順を使用しないでください。メタデータ・リポジトリー・データベース
のホスト名を変更する場合は、メタデータ・リポジトリー・データベースのホスト
名およびポートの変更のステップに従ってください。

手順
1. サーバーに登録されているリポジトリーをリストします。 以下に例を示しま
す。
cd ¥IBM¥InformationServer¥ASBServer¥bin
RepositoryAdmin.bat -listRepositories
DSODB
QSSRDDB
ESDB
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2. ステップ 1 (236 ページ) でリストされたリポジトリーごとに、リポジトリー・プ
ロパティー・ファイルを作成します。 プロパティー・ファイル内の値を調べる
ことで、変更するホスト名に登録されているリポジトリーを特定できます。プロ
パティーを表示し、出力をファイルにリダイレクトすることでプロパティー・フ
ァイルを作成します。例:
RepositoryAdmin.bat -displayRepository -rn DSODB -res DSODB.properties

DSODB.properties ファイルの内容:
DatabasePlatform.databaseType=DB2
DatabasePlatform.version=10.5
DatabaseServer.host=server1
DatabaseServer.port=50000
Database.name=DSODB
Database.alias=DSODB
Database.location=C:¥
Repository.name=DSODB
Repository.description=テスト・エンジン DSODB。
Repository.tool=DataStage
Repository.context=test
Repository.schema=DSODB
RepositoryConnection.userName=DSODB
RepositoryConnection.password={iisenc}gwFQseoj24I/SnCFEH+cWg==
RepositoryConnection.connectionURL=jdbc:db2://test1:50000/DSODB

ホスト名は、DatabaseServer.host パラメーターによって表されます。この例の
場合、DSODB リポジトリーのホスト名は server1 です。
ステップ 1 (236 ページ) でリストされたリポジトリーごとにこのコマンドを実行
します。
3. 各プロパティー・ファイル内の DatabaseServer.host パラメーターの値を確認
して、リポジトリーが、変更されるホストに登録されているかどうかを判別しま
す。
4. 変更されるホストに登録されている各リポジトリーのプロパティー・ファイルを
編集して、新しいホスト名を指定します。 各プロパティー・ファイルで、以下
の変更を行います。
a. DatabaseServer.host を変更して、新しいホスト名を指定します。
b. RepositoryConnection.connectionURL プロパティーのエントリーを削除しま
す。このプロパティーは、新しいホスト名を使用して自動的に再生成されま
す。
注: RepositoryConnection.connectionURL が、以前、高可用性データベー
ス構成用に作成されたカスタム URL である場合は、エントリー全体を削除
する代わりに、プロパティー・ファイル内の URL の値を編集してくださ
い。
5. ホストを登録抹消することで、サーバーに登録されているすべてのデータベース
およびリポジトリーを登録抹消します。サーバー・ホストの登録抹消を参照して
ください。 以下に例を示します。
RepositoryAdmin.bat -unregisterDatabaseServer -dt DB2 -dv 10.5 -sh server1

6. 変更したプロパティー・ファイルを使用して、RepositoryAdmin ツールで各リポ
ジトリーを再登録します。 再登録プロセスによって、新規ホストと関連データ
ベースも登録されます。 以下に例を示します。
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RepositoryAdmin.bat -registerRepository -pf DSODB.properties

7. エンジン層で、影響を受けるリポジトリーのタイプに基づいて、以下のアクショ
ンを実行します。
DSODB または ESDB の場合:
RegistrationCommand ツールを実行して、新しいホスト名と接続 URL
を使用して .cfg ファイルを再作成します (DSODBConnection.cfg または
ESDBConnection.cfg)。例:
cd /opt/IBM/InformationServer/Server/DSODB
../../ASBNode/bin/RegistrationCommand.sh -get_config
-authfile isadmin.credentials -rp DSODB -cf DSODBConnect.tmpl
-res DSODBConnect.cfg

QSSRDDB の場合:
WebSphere Application Server の開始時にリポジトリー・データベースが
検出されるように、WebSphere Application Server 管理コンソールで接続
プロパティーを変更します。の手順に従って、このステップを完了しま
す。
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第 10 章 クラスターおよび高可用性構成の管理
IBM InfoSphere Information Server インストール済み環境内にクラスタリングまたは
他の高可用性構成を実装している場合は、管理ツールを使用してそれらを管理しま
す。

アクティブ/パッシブ構成の管理
エンジン層 (またはすべての層) がアクティブ/パッシブ構成でセットアップされて
いる場合は、高可用性ソフトウェアに付属する管理ツールを使用してクラスターを
管理します。
アクティブ/パッシブ構成の詳細については、IBM InfoSphere Information Server プ
ランニング、インストール、および構成ガイドの『2 つのサーバーによるアクティ
ブ/パッシブの高可用性トポロジーの作成』を参照してください。

Tivoli System Automation for Multiplatforms に基づいたアク
ティブ/パッシブ構成の管理
Tivoli® System Automation for Multiplatforms に基づいたアクティブ/パッシブ構成の
管理の詳細については、Tivoli のドキュメントを参照してください。
Tivoli System Automation for Multiplatforms のドキュメントについては、Tivoli
System Automation for Multiplatforms ドキュメントのページ (www.ibm.com/
developerworks/wikis/display/tivolidoccentral/
Tivoli+System+Automation+for+Multiplatforms) を参照してください。

WebSphere Application Server クラスターの管理
クラスター環境に IBM InfoSphere Information Server をインストールまたは更新し
た後で、 IBM WebSphere Application Server クラスターを管理および保守します。
本書は、WebSphere Application Server クラスタリングを理解していることを前提と
しています。
重要: IBM InfoSphere Information Server のドキュメントは、分散コンピューティン
グ、特に WebSphere Application Server クラスタリングについて既に理解している
ことを前提としています。 IBM WebSphere Application Server Network Deployment
ドキュメントの内容を理解してください。

WebSphere Application Server クラスター管理ツール
IBM WebSphere Application Server クラスターをインストール、構成、および管理
するには、次のツールを使用します。
この説明では、高可用性クラスター構成のインストールに必要な手順を完了してい
ることを前提としています。 詳しくは、IBM InfoSphere Information Server プラン
ニング、インストール、および構成ガイドを参照してください。
© Copyright IBM Corp. 2007, 2014
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WebSphere Application Server 管理コンソール
WebSphere Application Server 管理コンソールは、構成、オペレーション、
および管理機能を提供する Web インターフェースです。 管理コンソール
を使用すると、アプリケーションの開始および停止、アプリケーションのデ
プロイ、リソースの構成、およびセキュリティー構成の実装を行うことがで
きます。
このツールは、クラスターを作成して、そのメンバー、ノード、およびプロ
セスを構成する場合に使用します。 スクリプトを使用してこのタスクを実
行する予定の場合は、IBM WebSphere Application Server Network
Deployment のドキュメントを参照してください。
v IBM WebSphere Application Server Network Deployment バージョン 8.5
の場合: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r5/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/ae/welc6topscripting.html
WebSphere Application Server Launchpad
WebSphere Application Server Launchpad は、インストールできる
WebSphere Application Server 製品メディア (ディスクまたはダウンロード)
上のコンポーネントを識別します。 ここから、WebSphere Application
Server 環境のインストールに関するすべてを参照できます。つまり、アプリ
ケーション・サーバー、Web サーバー、Web 開発ツール・セット、および
サポートする追加のソフトウェアとドキュメントが含まれている統合プラッ
トフォームです。
このツールは、クラスター WebSphere Application Server 構成を作成する場
合に、WebSphere Application Serverおよびフロントエンド Web サーバーを
インストールするために使用します。
WebSphere Edge Components Launchpad
WebSphere Application Server Edge Components Launchpad には、ソフトウ
ェア・ロード・バランサーが含まれています。 このツールを使用すると、
IBM HTTP Server を使用する代わりに、IBM WebSphere Application Server
Network Deployment クラスターをフロントエンドとすることができます。
WebSphere Edge Components バージョン 8.5 の詳細については、次を参照
してください。http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r5/topic/
com.ibm.websphere.edge.doc/lb/welcome_edge.html
プロファイル管理ツール
プロファイル管理ツールでは、WebSphere Application Server のセルおよび
ノードの初期セットアップを実行します。 プロファイル管理ツールでは、
WebSphere Application Server カスタマイズ・タスクの実行に使用できる、
バッチ・ジョブ、スクリプト、およびデータ・ファイルを作成します。
このツールは、デプロイメント・マネージャー・プロファイルとカスタム・
プロファイルの作成に使用します。
InfoSphere Information Server インストール・プログラム
InfoSphere Information Server インストール・プログラムで、前提条件とし
てコンピューターにインストールされているデプロイメント・マネージャ
ー・プロセスを検出し、クラスター・インストールの実行に必要な情報の入
力のプロンプトが出されます。
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このツールは、インストール・プロセス中に、WebSphere Application Server
ディレクトリーの場所、デプロイメント・マネージャー・プロファイル、お
よびフロントエンド Web サーバーまたはロード・バランサーのホスト名と
ポート番号を指定する場合に使用します。
WebSphere Application Server の詳細については、WebSphere Application Server の
ドキュメントを参照してください。
v IBM WebSphere Application Server、バージョン 8.5: publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wasinfo/v8r5/topic/com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/ae/
welcome_ndmp.html

フロントエンド Web サーバーへの plugin-cfg.xml ファイルの伝
搬
plugin-cfg.xml ファイルは、実行時にフロントエンド Web サーバーによって、ク
ラスター全体のワークロード管理を行うために使用されます。 新規メンバーがクラ
スターに追加された場合、または新規 J2EE アプリケーションがクラスターにデプ
ロイされた場合は、このファイルを更新して Web サーバーに伝搬する必要があり
ます。

始める前に
IBM WebSphere Application Server Network Deployment 環境での HTTP サーバー
に慣れていない場合は、以下の IBM WebSphere Application Server Network
Deployment インフォメーション・センターのトピックを参照してください。
v IBM WebSphere Application Server Network Deployment バージョン 8.5 の場合:
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r5/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.doc/ae/twsv_plugin.html

このタスクについて
plugin-cfg.xml ファイルは、IBM WebSphere Application Server Network
Deployment が生成する構成ファイルです。これは、
<webserver_plugin_install_path>/config/<webserver_definition> パス (例え
ば、C:/IBM/HTTPServer/Plugins/config/webserver1) にあります。
実行時にフロントエンド Web サーバーによって、クラスター全体のワークロード
管理を行うために使用されます。 このファイルは、Web サーバーがインストール
されているコンピューターに存在します。 また、常に最新状態にして、ワークロー
ド管理が Web レベルで正しく実装されるようにする必要があります。 以下のイベ
ントが発生した場合は、plugin-cfg.xml ファイルを再生成して伝搬します。
v スイートのサービス層が初めてインストールされた。
v スイートの製品が、アドオンとして新たにインストールされた。
v スイートの製品が、アンインストール後に除去された。
v 新規メンバーがクラスターに追加された。
v 新規 IBM InfoSphere Information Services Director アプリケーションが生成さ
れ、クラスターにデプロイされた。
v フロントエンド Web サーバーが別の Web サーバーによって置換された。
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この構成ファイルの管理を簡素化するために、IBM WebSphere Application Server
Network Deployment は plugin-cfg.xml ファイルを Web サーバーに自動的に伝搬
できます。 使用する Web サーバー・トポロジーによっては、この自動化は常に可
能であるわけではありません。 このファイルを、手動で再生成して Web サーバ
ー・コンピューターに伝搬する必要がある場合があります。 以下の、3 つのシナリ
オが考えられます。
v シナリオ 1: Web サーバーは管理対象ノードにインストールされている。
このケースでは、plugin-cfg.xml ファイルは IBM WebSphere Application Server
Network Deployment によって自動的に再生成されて Web サーバーをホスティン
グする管理対象ノードに伝搬されます。 WebSphere Application Server がプラグ
イン・ファイルを再生成して Web サーバーに伝搬するには、数分かかることが
あります。 このステップは自動的に実行されるため、ユーザーが
plugin-cfg.xml ファイルの伝搬を行う必要はありません。
v シナリオ 2: Web サーバーは非管理対象ノード (つまり、Web サーバー定義を管
理するノード・エージェントはない) にインストールされている。
このケースでは、IBM WebSphere Application Server Network Deployment は
plugin-cfg.xml ファイルを Web サーバーに自動的に伝搬できないため、手動で
伝搬する必要があります。
v シナリオ 3: Web サーバーは、非管理対象ノードにインストールされていて、
IBM HTTP Server (IHS) である。
この特殊なケースでは、plugin-cfg.xml ファイルもまた、IHS のホストである非
管理対象ノードに IBM WebSphere Application Server Network Deployment によ
って自動的に伝搬されます。 この機能は、Web サーバー・コンピューターで実
行される IHS 管理プロセスによって実現されます。このプロセスは、Web サー
バーのノード・エージェントとして機能します。

手順
plugin-cfg.xml ファイルを手動で伝搬するには、次のようにします。
適切なトポロジー (リモート分散インストール・シナリオかまたはローカル分散イ
ンストール・シナリオ) については、次のトピックにある plugin-cfg.xml ファイ
ルの再生成および plugin-cfg.xml ファイルの伝搬に関するセクションを参照して
ください。
v IBM WebSphere Application Server Network Deployment 8.5:
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r5/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.doc/ae/tins_road_plugins.html
IBM WebSphere Application Server Network Deployment の管理対象ノードおよび非
管理対象ノードの詳細については、次のリソースを参照してください。
v IBM WebSphere Application Server Network Deployment 8.5 インフォメーショ
ン・センターにある ノード に関する情報: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/
wasinfo/v8r5/index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/ae/
cagt_node.html
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新規クラスター・メンバーの作成と再構成
IBM InfoSphere Information Server がクラスター内にインストールされると、
InfoSphere Information Server が正しく稼働するために必要となる適切な設定でクラ
スターが構成されます。クラスター・メンバーが追加されると、これらの設定が新
規クラスター・メンバーに自動的にコピーされ、InfoSphere Information Server がそ
れらのクラスター・メンバーを適切に使用できるようになります。クラスターから
すべてのメンバーを削除してしまうと、InfoSphere Information Server で使用するた
めに適切に構成された新規クラスター・メンバーを作成する場合、追加の手動ステ
ップが必要になります。

このタスクについて
新規クラスター・メンバーを作成するには、IBM_Information_Server_template を
使用してクラスター・メンバーを作成し、必要な場合、reconfigure_was_cluster
スクリプトを実行して必要な設定を追加します。
クラスターを作成する際は、サーバー・オプションまたはクラスター・オプション
のいずれかを使用できます。サーバー・オプションを使用する場合は、すべてのデ
ータ・ソースが適切に伝搬されます。クラスター・オプションを使用する場合は、
すべての主要リソースが削除されます。その後、reconfigure_was_cluster スクリ
プトを使用して、削除されたリソースの一部をリカバリーしますが、このスクリプ
トですべてがリカバリーされるわけではありません。したがって、サーバー・オプ
ションを使用することをお勧めします。
重要: サーバー・オプションは、システムが適切な状態にあることを保証する唯一
のオプションです。
InfoSphere Information Server のインストール後にすべての既存のクラスター・メン
バーが削除された場合、このタスクに従ってクラスター・メンバーの追加のみを行
います。ただし、その前提は、構成されているその他の InfoSphere Information
Server リソースが削除されていないことです。以下のいずれかのリソースが削除さ
れている場合は、代わりに InfoSphere Information Server を再インストールしてそ
れらを復元しなければなりません。
v InfoSphere Information Server 共有ライブラリー:
「環境」 > 「共有ライブラリー」 > 「IBM_Information_Server_iis」
v InfoSphere Information Server セキュリティー・ドメイン:
「セキュリティー」 > 「セキュリティー・ドメイン」 >
「IBM_Information_Server_sd」
v InfoSphere Information Server がインストールされていた実際のクラスター:
「サーバー」 > 「クラスター」 > 「WebSphere Application Server クラスタ
ー」 > 「<cluster_name>」
v InfoSphere Information Server アプリケーション:
「アプリケーション」 > 「すべてのアプリケーション」 >
「<list_of_applications>」
(isf-launchpad、isf-server-rest2、および isf-servlets などのアプリケーシ
ョン)
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手順
1. IBM WebSphere Application Server 管理コンソールにログインし、「サーバー」
> 「クラスター」 > 「WebSphere application Server クラスター」を選択しま
す。 現在クラスター・メンバーが存在しないクラスターを選択します。
2. 以下のいずれかのオプションを選択してサーバー・リソースをクラスターにプロ
モートする方法を決定することで、新規クラスター・メンバーを作成するプロセ
スを開始します。
v 「サーバー」 - サーバー・リソースを新規クラスター・メンバー・レベルで
維持する場合、このオプションを選択します。クラスター・リソースは変更さ
れません。
v 「クラスター」 - 最初のクラスター・メンバーのリソースをクラスター・レ
ベルに移動する場合、このオプションを選択します。クラスターのリソース
は、最初のクラスター・メンバーのリソースに置き換えられます。
注: 「クラスター」オプションを選択した場合にのみ、後で
reconfigure_was_cluster スクリプトを実行します。
新規クラスター・メンバーの追加について詳しくは、WebSphere Application
Server 資料でクラスターへのメンバーの追加を参照してください。
3. 「サーバー」オプションを選択した場合は、以下の手順を実行します。
a. 「新規」をクリックして新規クラスター・メンバーを作成します。
WebSphere Application Server アドミニストレーターの証明情報を使用しま
す。
b. 「サーバー」 > 「クラスター」 > 「Websphere Application Server クラス
ター」にナビゲートし、「開始」をクリックして、クラスターを開始しま
す。
c. Web サーバーが管理対象ノード上にある場合は、サーバーを停止し、プラグ
インを生成し、プラグインを伝搬し、「サーバー」 > 「サーバー・タイプ」
> 「Web サーバー」から、選択した Web サーバーを開始します。
d. IBM InfoSphere Information Server Web コンソールにログインします。
https://<hostname>:<port>/ibm/iis/console

注: クラスターのフロントエンド・ディスパッチャーとして HTTP サーバー
を使用している場合は、plugin-cfg.xml ファイルを再生成して伝搬します。
これは、新規クラスター・メンバーがフロントエンド Web サーバーのワー
クロード管理プラグインによって認識されるために必要です。フロントエン
ド Web サーバーへの plugin-cfg.xml ファイルの伝搬の説明に従って、
plugin-cfg.xml ファイルを再生成し、フロントエンド Web サーバーに伝搬
します。
4. 「クラスター」オプションを選択した場合は、以下の手順を実行します。
注: このオプションを選択すると、クラスター・レベルで定義されているすべて
の JDBC リソースが失われます。この場合、reconfigure_was_cluster スクリ
プトを使用して、最低限必要なデータ・ソースと JDBC ソースを再作成できま
す。
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a. 「新規」をクリックして新規クラスター・メンバーを作成します。
WebSphere Application Server アドミニストレーターの証明情報を使用しま
す。
b. WebSphere Application Server アドミニストレーターの証明情報を使用して
reconfigure_was_cluster スクリプトを実行します。 (文字「⇒」は、行の
継続を表します。)
Linux

UNIX

cd IS_install_path/ASBServer/bin
./reconfigure_was_cluster.sh -username <was_admin_user> ⇒
-password <was_admin_pass>
Windows

cd IS_install_path¥ASBServer¥bin
reconfigure_was_cluster.bat -username <was_admin_user> ⇒
-password <was_admin_pass>

注: このステップは、サーバー・レベルで存在する必要な InfoSphere
Information Server データ・ソースをセル・レベルにマップするために必須で
す。このステップを実行しないと、IBM InfoSphere Information Server Web
コンソールへのアクセスで例外が発生する可能性があります。
c. 「サーバー」 > 「クラスター」 > 「Websphere Application Server クラス
ター」にナビゲートし、「開始」をクリックして、クラスターを開始しま
す。
d. Web サーバーが管理対象ノード上にある場合は、サーバーを停止し、プラグ
インを生成し、プラグインを伝搬し、「サーバー」 > 「サーバー・タイプ」
> 「Web サーバー」から、選択した Web サーバーを開始します。
e. IBM InfoSphere Information Server Web コンソールにログインします。
https://<hostname>:<port>/ibm/iis/console

注: クラスターのフロントエンド・ディスパッチャーとして HTTP サーバー
を使用している場合は、plugin-cfg.xml ファイルを再生成して伝搬します。
これは、新規クラスター・メンバーがフロントエンド Web サーバーのワー
クロード管理プラグインによって認識されるために必要です。フロントエン
ド Web サーバーへの plugin-cfg.xml ファイルの伝搬の説明に従って、
plugin-cfg.xml ファイルを再生成し、フロントエンド Web サーバーに伝搬
します。

新規管理対象ノードの追加
クラスターのスコープを展開するには、新規管理対象ノードを作成します。この手
順は、水平クラスタリングまたはスケール・アウトです。

始める前に
v デプロイメント・マネージャーが稼働していることを確認します。 稼働していな
い場合は、 295 ページの『IBM WebSphere Application Server デプロイメント・
マネージャーの開始 (Windows)』 または 299 ページの『IBM WebSphere
Application Server デプロイメント・マネージャーの開始 (Linux、UNIX)』 の説
明に従って開始します。
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重要: 新規管理対象ノードを作成するシステムのクロックが、デプロイメント・
マネージャー・システムおよび他のノード・システムのクロックと同期している
ことを確認します。さまざまなノードのコンピューターのクロックが同期してい
ない場合は、実行時に複数の問題が発生することがあります。 汎用日時を使用し
て、すべてのシステムのクロックが同期していることを確認します。

手順
1.

2.

Linux

299 ページの『IBM WebSphere Application Server 用のファイル記述
子リソースの構成 (Linux)』 の説明に従って、ノードのファイル記述子リソース
を構成します。
AIX

300 ページの『IBM WebSphere Application Server 用のメモリー割り
振りの構成 (AIX)』 の説明に従って、ノードの LDR_CNTRL 変数を設定解除し
ます。

3. プロファイル管理ツールを使用して、ノード・エージェント・コンピューターで
カスタム・プロファイルを作成します。 「IBM InfoSphere Information Server プ
ランニング、インストール、および構成ガイド」の手順に従います。
要確認: カスタム・プロファイルを作成する場合は、「フェデレーション」ペー
ジで、デプロイメント・マネージャーに接続するための WebSphere Application
Server アドミニストレーターのユーザー名とパスワードを指定します。
注: 「後でこのノードを統合する」チェック・ボックスは選択しないでくださ
い。
4. ノード・エージェント・マシンでクラスター・メンバー (例えば、「server3」)
を作成します。 IBM InfoSphere Information Server プランニング、インストー
ル、および構成ガイドの手順に従います。
注: クラスター・メンバーを作成するノードを選択する場合は、「追加クラス
ター・メンバーの作成」ページで、前のステップで作成した新規の管理対象ノー
ドを必ず選択してください。
5. 新規の管理対象ノードを同期化します。 管理対象ノードのホスト・コンピュー
ターから syncNode WebSphere Application Server コマンドを実行します。 デプ
ロイメント・マネージャーのホスト名およびポートと、WebSphere Application
Server アドミニストレーターのユーザー名およびパスワードを入力引数として指
定する必要があります。
注: ノード・エージェントはまだ開始しないでください。 syncNode オペレーシ
ョンは、完了するのに数分かかります。
syncNode コマンドに関する詳細な参照情報については、IBM WebSphere
Application Server Network Deployment のドキュメントを参照してください。
v バージョン 8.5 の場合: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r5/
topic/com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/ae/rxml_syncnode.html
以下に、syncNode コマンドの構文を示し、その後に、カスタム・プロファイ
ル・ディレクトリー下にある syncNode コマンドのログ・ファイルの例を示しま
す。
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syncNode dmgr_hostname dmgr_port -username was_admin_username
-password was_admin_password
C:¥IBM¥WebSphereND70¥AppServer¥profiles¥Custom01¥bin>syncNode myDmgr01 8879
-username wasadmin -password *******
ADMU0116I: Tool information is being logged in file
C:¥IBM¥WebSphereND70¥AppServer¥profiles¥Custom01¥logs¥syncNode.log
ADMU0128I: Starting tool with the Custom01 profile
ADMU0401I: Begin syncNode operation for node myNode01 with Deployment
Manager localhost: 8879
ADMU0016I: Synchronizing configuration between node and cell.
ADMU0402I: The configuration for node myNode01 has been synchronized
with Deployment Manager myDmgr01: 8879

同期が完了したら、カスタム・プロファイルに、新たに作成されたディレクトリ
ー (classes ディレクトリーと informationServer ディレクトリー) が両方とも
含まれていることを確認します。 この 2 つのディレクトリーとこれに含まれる
ファイルは、同期オペレーションの結果です。
注: 同期が失敗した場合は、カスタム・プロファイル・ディレクトリー内の
syncNode コマンド・ログ・ファイル (syncNode.log) を確認できます。
6. startNode WebSphere Application Server コマンドを使用して、ノード・エージ
ェント・コンピューターで新規ノード・エージェントを開始します。
startNode コマンドに関する情報については、IBM WebSphere Application
Server Network Deployment のドキュメントを参照してください。
v バージョン 8.5 の場合: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r5/
index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/ae/rxml_startnode.html
7. 新たに作成されたクラスター・メンバーを WebSphere Application Server 管理コ
ンソールから開始します。
8. 遅延参加プログラム・サポート (LPS) を有効にします。 IBM InfoSphere
Metadata Asset Manager を正常に機能させるには、新規ノードで LPS を有効に
する必要があります。LPS を有効にするには、次のようにします。
a. WebSphere Application Server 管理コンソールで、「サーバー」 > 「サーバ
ー・タイプ」 > 「WebSphere Application Server」を選択し、新規ノードに
関連したサーバーを選択します。
b. 右側のコンテナー設定でコンテナー・サービスを展開し、「トランザクショ
ン・サービス」をクリックします。 ページが開き、追加した新規ノードのト
ランザクション・サービスの構成が表示されます。
c. 「一般プロパティー」の下で「ヒューリスティック障害を容認」オプション
を選択し、「OK」をクリックします。
d. 変更内容を保存します。
e. 「システム管理」 > 「変更をマスター・リポジトリーに保存」を選択し、
「ノードと変更を同期化」にチェック・マークを付けて「保存」をクリック
することにより、変更内容を他のノードに伝搬させます。
f. 「サーバー」 > 「サーバー・タイプ」 > 「WebSphere Application Server」
を選択し、新規ノードのサーバー名にチェック・マークを付けて「再始動」
をクリックすることにより、アプリケーション・サーバーを再始動して変更
内容を有効化します。
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9. plugin-cfg.xml をフロントエンド Web サーバーの WLM プラグインに伝搬し
て、新規クラスター・メンバーを反映させます。 241 ページの『フロントエン
ド Web サーバーへの plugin-cfg.xml ファイルの伝搬』 を参照してください。

マスター・リポジトリー構成変更後のノードの同期化
マスター・リポジトリー構成を変更したら、ノードを同期化して、セル内のすべて
のノードに変更を確実に伝搬します。

このタスクについて
WebSphere Application Server は、定期的に自動で、ノードを内部で同期化します。
ただし、WebSphere Application Server を待機しないで、必要な場合はいつでもノー
ドを同期化することもできます。例えば、新規クラスター・メンバーを追加する場
合やセキュリティー設定を変更する場合に、マスター・リポジトリー構成を変更し
ます。
重要: マスター・リポジトリー構成に変更があった場合 (トポロジーまたはセル構成
の更新を含む) は常に、ノードを同期化する必要があります。

手順
1. WebSphere Application Server 管理コンソールにログインします。
2. 「システム管理」セクションを展開して、「ノード」をクリックします。
3. 同期化するノードを選択します (ほとんどの場合は、すべてのノード)。
4. 「同期化」または「完全同期」をクリックします。
「同期化」と「完全同期」との相違の詳細については、ノード構成の同期化に関
する IBM WebSphere Application Server Network Deployment のセクションを参
照してください。
v 8.5: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r5/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.doc/ae/tagt_svr_conf_nodes.html

アプリケーション・サーバー・プロセスの再始動
セル・レベルで構成を変更した場合は、変更内容を有効にするために、すべての
IBM WebSphere Application Server Network Deployment プロセスを再始動する必要
があります。 各マシンで、アプリケーション・サーバー、ノード・エージェント、
およびデプロイメント・マネージャーを特定の順序で再始動する必要があります。

このタスクについて
セル・レベル (デプロイメント・マネージャー・レベル) で何かを変更した場合は、
すべての IBM WebSphere Application Server Network Deployment プロセスを再始
動する必要があります。例えば、以下のいずれかのタスクを実行した後に、アプリ
ケーション・サーバー・プロセスを再始動します。
v セル・レベルでセキュリティーを変更する (例えば、SSL を有効にした場合、
SSL 証明書を置換した場合、またはユーザー・レジストリーを切り替えた場合)
v データ・ソースの構成を変更する
v その他のセル・レベル設定を変更する
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このトピックの各手順に関係するタスクの実行方法の詳細については、次の表を参
照してください。
注: ノード・エージェントおよびアプリケーション・サーバー (クラスター) を再始
動する最も簡単な方法は、WebSphere Application Server 管理コンソールを使用する
方法です。 これに代わりコマンド・ライン・ツールを使用する場合は、WebSphere
Application Server アドミニストレーターのユーザー名とパスワード指定する必要が
あります。

手順
1. すべての WebSphere Application Server プロセスを、次の順序で停止します。
a. すべてのコンピューター上のすべてのアプリケーション・サーバーを停止し
ます。
b. すべてのコンピューター上のすべてのノード・エージェントを停止します。
c. デプロイメント・マネージャーを停止します。
IBM WebSphere Application Server Network Deployment のアプリケーション・
サーバー、ノード・エージェント、およびデプロイメント・マネージャーを停止
するには、次の表を参照してください。
表 9. WebSphere Application Server プロセスの停止
WebSphere Application Server プロセス

バージョン 8.5 でのプロセスの停止

アプリケーション・サーバー (停止)

次に進みます。http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r5/
index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.doc/ae/
trun_wlm_cluster_stop.html

ノード・エージェント (停止)

次に進みます。http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r5/
index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/ae/
rxml_stopnode.html

デプロイメント・マネージャー (停止)

次に進みます。http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r5/
index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/ae/
rxml_stopmanager.html

2. すべての WebSphere Application Server プロセスを停止すると、これらの再始動
に進むことができます。 すべての WebSphere Application Server プロセスを、
次の順序で開始します。
a. デプロイメント・マネージャーを開始します。
b. すべてのマシン上のすべてのノード・エージェントを開始します。
c. すべてのマシン上のすべてのアプリケーション・サーバーを開始します。
IBM WebSphere Application Server Network Deployment のアプリケーション・
サーバー、ノード・エージェント、およびデプロイメント・マネージャーを開始
するには、次の表を参照してください。
表 10. WebSphere Application Server プロセスの開始
WebSphere Application Server プロセス

バージョン 8.5 でのプロセスの開始

デプロイメント・マネージャー (開始)

次に進みます。http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r5/
index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/ae/
rxml_startmanager.html
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表 10. WebSphere Application Server プロセスの開始 (続き)
WebSphere Application Server プロセス

バージョン 8.5 でのプロセスの開始

ノード・エージェント (開始)

次に進みます。http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r5/
index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/ae/
rxml_startnode.html

アプリケーション・サーバー (開始)

次に進みます。http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r5/
index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.doc/ae/
trun_wlm_cluster_start.html

注: ノード・エージェントの詳細については、次を参照してください。
v バージョン 8.5 の場合: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r5/
index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.doc/ae/uagt_rnodeagent.html

HTTP セッション・データベース・パーシスタンスの設定
IBM InfoSphere Information Server をクラスター環境にインストールすると、メモリ
ー間レプリケーションを使用するように HTTP セッション管理が構成されます。
データベース・セッション・パーシスタンスを構成するには、IBM WebSphere
Application Server インフォメーション・センターにある説明に従います。
v WebSphere Application Server バージョン 8.5 の場合: http://
publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r5/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.base.doc/ae/tprs_cnfp.html

IBM DB2 高可用性構成の管理
このタスクでは、IBM DB2 クラスターまたは高可用性災害復旧 (HADR) 構成での
IBM InfoSphere Information Server データベースの管理方法を概説します。
以下の手順は、メタデータ・リポジトリーまたは IBM InfoSphere Information
Analyzer 分析データベースがこのいずれかの構成でセットアップされている場合に
使用します。
DB2 クラスターまたは HADR 管理の詳細については、以下のリソースを参照して
ください。
v DB2 10.5: publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v10r1/topic/
com.ibm.db2.luw.admin.ha.doc/doc/t0051382.html
v 次から入手できる IBM Redbooks® パブリケーション「High Availability and
Disaster Recovery Options for DB2 on Linux, UNIX, and Windows」:
www.redbooks.ibm.com/abstracts/SG247363.html

IBM DB2 HADR 構成でのフェイルオーバー
DB2 HADR 構成で 1 次データベースに障害が発生した場合、IBM InfoSphere
Information Server は、スタンバイ・データベースを使用して機能し続けることがで
きます。
スタンバイ・データベースの使用を開始するには、以下のことを行う必要がありま
す。
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v サービス層 (IBM WebSphere Application Server) をスタンバイ・サーバーに再接
続する必要があります。 DB2 自動クライアント・リルート (ACR) 機能によっ
て、サービス層はスタンバイ・サーバーに自動的に再接続されます。
v データベース管理者は、スタンバイ・データベースに対して TAKEOVER HADR
コマンドを実行する必要があります。
重要: 障害のために、データが失われることがあります。
ユーザーがデータベースにデータを書き込み、バックアップ・サーバーへのデータ
の複製中に障害が発生すると、更新は失われることがあります。ほとんどの場合、
スタンバイ・データベースへの切り替えが完了後に、編集またはインポート処理を
やり直してデータを復元することができます。
トランザクションが失われる可能性と範囲は、HADR が構成されている同期モード
によって異なります。 次の表に、同期モードとデータ損失シナリオをリストしま
す。
表 11. HADR 同期モードとデータ損失シナリオ
HADR 同期モード

データ損失シナリオ

SYNC

データ損失のリスクが最も少ない。

NEARSYNC

1 次データベースとスタンバイ・データベー
スの両方で同時に障害が発生すると、スタン
バイ・データベースでトランザクションが失
われることがあります。

ASYNC

スタンバイ・データベースでは、次のような
ケースでトランザクションが失われることが
あります。
v スタンバイ・データベースは、テークオー
バー・オペレーションが実行される前のト
ランザクションのすべてのログ・レコード
を受信していない。
v 1 次データベースとスタンバイ・データベ
ースの両方で同時に障害が発生した。

リモート・キャッチアップ保留状態中に 1 次データベースに障害が発生すると、ス
タンバイ・データベースが処理していなかったトランザクションは失われます。
注: データベース・スナップショットに示されたログ・ギャップは、1 次データベ
ースとスタンバイ・データベースが通信した最後の時点でのギャップを示します。
1 次データベースは、その時間以降、多くのトランザクションを処理していた可能
性があります。

DB2 HADR シナリオでのフェイルオーバーからのリカバリー
高可用性災害復旧 (HADR) が構成されている IBM DB2 データベースがインストー
ル済み環境に含まれている場合は、データベース管理者がフェイルオーバー・プロ
セスを手動で完了する必要があります。
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このタスクについて
1 次 HADR データベースに障害が発生した場合は、以下の手順に従ってサービス
を復元します。
重要:

障害のために、データが失われることがあります。

手順
1. DB2 障害モニター機能 (db2fm) が 1 次データベース・サーバーで使用可能な場
合、データベースは 1 次サーバーで自動的に再始動されることがあります。 ト
ランザクションを再試行してデータベースが作動可能かどうかを確認するよう
に、ユーザーに指示します。 データベースが作動可能な場合、それ以上のアク
ションは不要です。
2. 可能であれば、1 次データベースを非アクティブにするかまたはそのインスタン
スを停止します。 1 次データベースがまだ実行中であるが、スタンバイ・デー
タベースと通信できない場合、テークオーバー・オペレーションを実行すると、
2 つの 1 次データベースが存在する結果となることがあります (「分離脳」シ
ナリオ)。
3. 以下のいずれかの管理インターフェースを使用して、テークオーバー・オペレー
ションを開始します。
v DB2 コマンド・ライン・プロセッサー (CLP)。
v DB2 コントロール・センターの「高可用性災害復旧の管理」ウィンドウ。
v db2HADRTakeover アプリケーション・プログラミング・インターフェース
(API)。

DB2 クラスター構成でのフェイルオーバーからのリカバリー
IBM InfoSphere Information Server データベースが IBM DB2 クラスター構成でセ
ットアップされている場合、フェイルオーバーは自動的です。
このような構成で 1 次ノードに障害が発生すると、パッシブ・ノードがデータベー
ス・ファイル・システムに接続されて、続行します。 自動クライアント・リルート
(ACR) が構成されていると、サービス層 (IBM WebSphere Application Server) はパ
ッシブ・ノードに再接続されます。 データベース管理者の介入は必要ありません。
読み取り専用トランザクション以外のトランザクションは停止され、ロールバック
されます。 ユーザーはトランザクションを再サブミットする必要があります。
詳細情報については、DB2 のドキュメントを参照してください。

エンジン層フェイルオーバーのリカバリー
エンジン層 (および他の層のソフトウェアの可能性もあり) がアクティブ/パッシブ
構成でセットアップされている場合は、ハードウェアまたはネットワーク・エラー
によって、パッシブ・サーバーへのフェイルオーバーが発生します。 また、フェイ
ルオーバーを強制的に行って、メンテナンスまたはアップグレード作業のためにア
クティブ・サーバーを解放することもできます。
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サーバーにインストールされている高可用性 (HA) ソフトウェアが、障害検出とフ
ェイルオーバー・プロセスを管理します。
フェイルオーバー中、イベントの順序は、フェイルオーバーが障害によって発生し
たかまたは強制的に行われたかどうかによって異なります。

障害によるフェイルオーバー
アクティブ・サーバーのハードウェアまたはネットワークに障害が発生すると、ノ
ード間のハートビート・メカニズムによって、アクティブ・サーバーに障害が発生
したことがパッシブ・サーバーにシグナル通知されます。 HA ソフトウェアは、以
下のアクションを行って、パッシブ・サーバーでサービスを復元します。
v 1 次サーバーが実行しなくなったことを確認する。
v リソース・グループと関連付けられている IP アドレスを新規サーバーに割り当
てる。
v ソフトウェアのフロート・マウント・ポイントを新規サーバーにマウントする。
v start オプションを指定して InfoSvrEngine スクリプトを呼び出すことにより、
新規サーバーでエンジン層ソフトウェアを開始する。
v 他の層のソフトウェアがサーバーにインストールされている場合、HA ソフトウ
ェアは、start オプションを指定して InfoSvrServices スクリプトを呼び出すこ
とにより、そのソフトウェアを開始する。 このスクリプトは、サービス層を開始
します。 また、メタデータ・リポジトリー層がエンジン層とともにインストール
されている場合は、メタデータ・リポジトリー層も開始します。

強制フェイルオーバー
フェイルオーバーを強制すると、HA ソフトウェアは、ソフトウェアをシャットダ
ウンしてから他のノードでそのソフトウェアを開始します。 HA ソフトウェアは、
以下のステップを実行します。
v エンジン層以外の層のソフトウェアがインストールされている場合、HA ソフト
ウェアは、stop オプションを指定して InfoSvrServices スクリプトを呼び出す
ことによりこのソフトウェアを停止する。 このスクリプトは、サービス層を停止
します。 また、メタデータ・リポジトリー層がエンジン層とともにインストール
されている場合は、メタデータ・リポジトリー層も停止します。
v stop オプションを指定して InfoSvrEngine スクリプトを呼び出すことにより、
サーバー上のエンジン層ソフトウェアを停止する。
v ソフトウェアのフロート・マウント・ポイントをアンマウントする。
v データ・ファイル・マウント・ポイントをアンマウントする。
v リソース・グループと関連付けられている IP アドレスを旧サーバーから割り当
て解除する。
v リソース・グループの IP アドレスを再割り当てし、フロート・マウント・ポイ
ントをマウントする。
v start オプションを指定して InfoSvrEngine スクリプトを呼び出すことにより、
新規サーバーでエンジン層ソフトウェアを開始する。
v 他の層のソフトウェアがサーバーにインストールされている場合、HA ソフトウ
ェアは、start オプションを指定して InfoSvrServices スクリプトを呼び出すこ
とにより、そのソフトウェアを開始する。 このスクリプトは、サービス層を開始
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します。 また、メタデータ・リポジトリー層がエンジン層とともにインストール
されている場合は、メタデータ・リポジトリー層も開始します。

リカバリー・プロセス
実動システムでは、サーバー・エンジン・サービスが正常にシャットダウンしなか
った場合、DSHARestart ツールはパッシブ・サーバーで自動的に開始されます。 こ
のツールは、フェイルオーバーが発生したときに 1 次サーバーで実行していたジョ
ブと関連付けられている動的ファイルを検査して修復します。 このジョブの状況
は、識別しやすいように異常終了 に設定されます。
フェイルオーバーが発生したときにユーザーがプロジェクトを作成、編集、または
コンパイルしていた開発システムでは、再実行するとプロジェクトが不整合状態に
なる可能性があります。 SyncProject ツールを使用すると、このプロジェクトでの
不整合を解決できます。
注: リカバリー・プロセスが完了したら、エンジン層に対するアクティブな接続を
保持するクライアントをすべて再始動する必要があります。Web クライアントの場
合、変更を有効にするには、いったんログアウトし、再度ログインしてください。

エンジン層フェイルオーバーからのリカバリー
エンジン層フェイルオーバーが発生したら、以下の手順に従ってプロジェクトをリ
カバリーし、中断したジョブを再実行します。
IBM InfoSphere Information Server エンジン・サービスが正常にシャットダウンしな
かった場合 (例えば、障害のためのフェイルオーバーが発生した場合)、DSHARestart
ツールがパッシブ・サーバーで自動的に開始されます。 このツールは、フェイルオ
ーバーが発生したときに 1 次サーバーで実行していたジョブと関連付けられている
動的ファイルを検査して修復します。 このジョブの状況は、識別しやすいように異
常終了 に設定されます。
このツールは、実動システムでの無人フェイルオーバー・イベントの処理を目的と
しています。 ユーザーの対話操作を必要とせずに、実行中のジョブを確実に再実行
することができます。
InfoSphere Information Server エンジン・サービスは、DSHARestart ツールがそのタ
スクを完了するまでは、完全に始動されません。 ツールは実行していますが、ユー
ザーは InfoSphere Information Server エンジンに接続して使用することはできませ
ん。このデザインで、リカバリー処理中にジョブはそれ以上破損されないようにな
っています。
DSHARestart ツールは実行中に、そのアクションを HARestart.log ファイルに記録
します。 リカバリー処理中に問題が発生した場合、詳細については、このファイル
を参照してください。 このファイルは、次のディレクトリーにあります。
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v

Linux

v

Windows

UNIX

/opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine

C:¥IBM¥InformationServer¥Server¥DSEngine

DSHARestart ツールが終了したら、SyncProject ツールを使用してプロジェクトを
リカバリーします。 その後、中断されたジョブをすべて再実行します。 サーバー
を置換し、新規サーバーをオンラインにする。

SyncProject ツールを使用したプロジェクトのリカバリー
フェイルオーバー後、SyncProject ツールを実行して、プロジェクト内の不整合を
修復できます。

このタスクについて
障害発生後、プロジェクトのデザイン時資産を保持するリポジトリーは、実行時資
産を保持するリポジトリーとは同期しないままになっている場合があります。 この
状態により、プロジェクトまたはプロジェクトに含まれる資産が使用不能になるこ
とがあります。 SyncProject ツールを実行して不整合を検査し、不整合が検出され
たら修復することができます。

手順
プロジェクトを分析し、リカバリーするには、SyncProject ツールを実行します。

例
以下のサンプル・コマンドは、すべてのプロジェクトの整合性レポートを表示しま
す。 SyncProject ツールはまた、/tmp/myprojrep.txt ファイルにレポートを書き
込みます。
SyncProject -ISHost R101:9080 -IAUser admin -IAPassword pword -project
-report /tmp/myprojrep.txt

このケースでは、SyncProject ツールから、4 つのプロジェクトに関する結果が返
されます。 以下の例に示すように、プロジェクト dstage9 で 2 つの不整合が検出
されています。
DSEngine Restorer Report
Feb 05, 2009 9:39:00 AM
IS Host = R101
IS Port = 9080
IS User = admin
DS Host = R101
DS Port = 31538
DataStage Project: dstage3
-------------------------0 Issues Found.
DataStage Project: dstage4
-------------------------0 Issues Found.
DataStage Project: dstage5
-------------------------0 Issues Found.
DataStage Project = dstage9
--------------------------2 Issues Found.
DS Engine Job ’testJob’ is missing.
DS Engine Job ’testJob2’ category ’incorrectCategory’ should be ’correctCategory’
Overall Summary
--------------2 Issues found.

次のコマンドによって、SyncProject ツールは dstage9 プロジェクトを修正しま
す。
SyncProject -ISFile islogin -project dstage9 -Fix
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このコマンドでは、必要な修復を行って、以下のレポートを出力します。
DSEngine Restorer Fix Results
Feb 05, 2009 9:39:00 AM
IS Host = R101
IS Port = 9080
IS User = admin
DS Host = R101
DS Port = 31538
DataStage Project: dstage9
-------------------------RESOLVED: DS Engine Job ’testJob’ is missing.
RESOLVED: DS Engine Job ’testJob2’ category ’incorrectCategory’ should be ’correctCategory’.
2 Issues resolved.
0 Issues remaining.
Overall Summary
--------------2 Issues resolved.
0 Issues remaining.

異常終了したジョブの識別と再実行
DSHARestart ツールが終了したら、dsjob ツールを使用してジョブを再実行しま
す。

このタスクについて
DSHARestart ツールが終了した後、リカバリーされたジョブ・シーケンスは次のい
ずれかの状態のままになっています。
v 異常終了/再実行可能。このジョブ・シーケンスは、停止した位置から実行、また
はリセットして実行できます。
v 異常終了。 このジョブを実行するには、事前にそのジョブをリセットする必要が
あります。

手順
異常終了/再実行可能 状態かまたは異常終了 状態のジョブを識別するには、以下の
いずれかのツールを使用します。
dsjob ツール
dsjob ツールを使用するには、次のようにします。
1. エンジン層のホスト・コンピューターにログインします。 アドミニスト
レーターまたは IBM InfoSphere DataStage ユーザー特権を持つアカウン
トを使用します。
2. dsenv ファイルを含むディレクトリーに変更します。このディレクトリ
ーは、$DSHOME 環境変数に指定されています。 デフォルトでは、デ
ィレクトリーは /opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine です。
3. dsenv ファイルを入手します。
. dsenv

4. dsjob ツールを実行します。 値が 96 の -status オプションを指定し
ます。
dsjob -ljobs -status 96 project

5. 異常終了/再実行可能 状態のチェックポイント・ジョブ・シーケンスを
再実行するには、値が RESTART の -mode オプションを指定し、さらに
ジョブ・シーケンスを指定します。
dsjob -run -mode RESTART project jobsequence
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IBM InfoSphere DataStage and QualityStage ディレクター クライアント
InfoSphere DataStage and QualityStage ディレクター クライアントを使用す
るには、クライアントを開始してジョブを表示します。 「状況」列が「異
常終了」または「異常終了/再実行可能」となっているジョブを探します。
C または DSBasic のジョブ制御 API DSRunJob 関数
C または DSBasic ジョブ制御 API DSRunJob 関数の詳細については、IBM
InfoSphere DataStage のドキュメントを参照してください。

次のタスク
異常終了ジョブを識別して再実行した後で、1 次サーバーの障害の原因を分析して
解決します。
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第 11 章 WebSphere Application Server ログの構成
ロギングを構成して、デフォルト以上のロギング機能を使用可能にします。

このタスクについて
IS_install_path/wlp/usr/servers/iis/server.xml 構成ファイルを使用して、
WebSphere Application Server Liberty Core のロギング・メッセージを構成します。
ログ・ファイルは、IS_install_path/wlp/usr/servers/iis/logs フォルダー内に生
成されます。 WebSphere Application Server Liberty Core のロギングの構成につい
て詳しくは、トレースとロギングを参照してください。

手順
1. WebSphere Application Server Network Deployment:
a. WebSphere Application Server 管理コンソールにログインします。
b. 「トラブルシューティング」 > 「ログおよびトレース」 >
「<servername>」 にアクセスします。
c. 必要なロギング・オプションを構成します。詳しくは、管理コンソールを使
用した Java ロギングの構成を参照してください。
d. 変更をマスター構成に保存します。
2. WebSphere Application Server Liberty Profile:
a. IS_install_path/wlp/usr/servers/iis/server.xml 構成ファイルを開きま
す。
b. ロギング関連の情報を構成します。server.xml ファイル内のコメントを使用
して、ログに記録されるメッセージのタイプを追加または変更します。
c. 変更内容を保存します。

次のタスク
構成変更を有効にするために、WebSphere Application Server サーバーを再始動しま
す。

© Copyright IBM Corp. 2007, 2014
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第 12 章 ASBAgent ロギングの構成
ASBAgent ロギングを構成して、ログ・レベルとログ出力ファイルの場所を定義
し、循環ログ・ファイル構成を設定する必要があります。

このタスクについて
ASBNode/conf/asbagent-logging.properties ファイルを使用して、ASBAgent ロギ
ング構成を定義します。ASBAgent は、標準 Java ロギング構成を使用します。
ASBNode/conf/asbagent-logging.properties ファイルのフォーマットは、Java ロギ
ング構成ファイルの標準形式です。Java ロギングについて詳しくは、「Java ロギン
グの概要」資料を参照してください。

手順
1. ASBNode/conf/asbagent-logging.properties 構成ファイルを開きます。
2. ログ・レベルとログ出力ファイルの場所を設定し、循環ログ・ファイルを構成し
ます。
3. 変更内容を保存します。
4. オプション: 構成変更を有効にするために、ASBAgent サーバーを再始動する必
要はありません。ただし、最大サイズまたはファイルの場所を設定するために循
環ログ・ファイル構成を変更した場合は、ASBAgent プロセスを再始動する必要
があります。

© Copyright IBM Corp. 2007, 2014
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第 13 章 スケジュールの管理
IBM InfoSphere Information Server Web コンソール では、すべてのスイート・コン
ポーネントにわたって定義されたすべてのスケジュールの照会、その状況、履歴、
および予測の確認、スケジュール実行履歴のパージなどの保守タスクの実行、シス
テムの過負荷を避けるための既存スケジュールの停止または開始を行うことができ
ます。
スイート・コンポーネントの多くは、スケジューリング機能を使用します。 例え
ば、IBM InfoSphere Information Analyzer のレポート実行や分析ジョブは、スケジュ
ール済みタスクです。 通常、これらのスケジュールはスイート・コンポーネントで
作成、更新、および管理します。 例えば、IBM InfoSphere Information Server コン
ソール で、InfoSphere Information Analyzer プロジェクト内の列分析ジョブを毎週
実行するようにスケジュールを作成します。
スイート・アドミニストレーターとして、各スイート・コンポーネントで作成され
たすべてのスケジュール・アクティビティーを全体的に表示して、それらのスケジ
ュールを処理するために十分なリソースがあるかを確認したり、誰がどのような頻
度でタスクをスケジュールしているかをモニターしたりする必要がある場合があり
ます。

スケジュール・ビューの基準
スケジュールには、設定した条件に基づいてイベントをフィルタリングするビュー
からアクセスします。
ビューを作成するときに、次の基準でメッセージをフィルタリングできます。
名前

名前でスケジュールのタスクをフィルタリングできます。 次の 2 つのワイ
ルドカードがサポートされています。
v アスタリスク (*) は、1 つ以上の文字を表します。
v 疑問符 (?) は、現在位置の任意の 1 文字を表します。

説明

説明でスケジュールのタスクをフィルタリングできます。

スケジュール状況
スケジュールは、「完了」、「開始」、「一時停止」の 3 つの状況を持ち
ます。
タスクの実行状況
それぞれのタスク・インスタンスは、「異常終了」、「完了」、「ユーザー
によるキャンセル」、「実行中」の 4 つの内のいずれかの状況を持ちま
す。
作成者
ユーザーでスケジュールをフィルタリングできます。
日付

次の 3 つの日付でスケジュールをフィルタリングできます。
v スケジュールが作成された日付。
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v スケジュールのいずれかのタスクの実行が開始された日付。
v スケジュールのいずれかのタスクの実行が更新された (例えば、実行開始
または完了など) 日付。
発信元 タスクを開始したアプリケーション・コンポーネントに基づいて、タスクを
フィルタリングできます。

共有ビューと専用ビュー
ビューは、専用にすることも、共有にすることもできます。専用ビューを作成した
スイート・アドミニストレーターまたはスイート・ユーザーには、そのビューに対
する排他的アクセス権限があります。
次の表は、作成者とビューのタイプに基づく、アクセス・レベルを示しています。
表 12. ビューに対するアクセス
ビューのタイプ

作成者

アクセスできるユーザー

専用

スイート・アドミニス
トレーター

作成者は、編集、表示、削除ができます。

共有

スイート・アドミニス
トレーター

作成者と他のスイート・アドミニストレーター
は、編集、表示、削除ができます。
スイート・ユーザーは表示ができます。

専用

スイート・ユーザー

作成者は、編集、表示、削除ができます。

共有

スイート・ユーザー

作成者は、編集、表示、削除ができます。
スイート・アドミニストレーターは、表示と削
除ができます。
他のスイート・ユーザーは表示ができます。

スケジュール・ビューの作成
スケジュールおよびスケジュール済みタスクのリストにアクセスし、管理するため
に、スケジュール・ビューを作成します。

始める前に
スイート・アドミニストレーターまたはスイート・ユーザーの権限が必要です。

手順
1. IBM InfoSphere Information Server Web コンソール で、「管理」タブをクリッ
クします。
2. 「ナビゲーション」ペインで、「スケジュール・モニター」 > 「スケジュール
のビュー」を選択します。
3. 「スケジュールのビュー」ペインで、「新規スケジュール・ビュー」をクリック
します。
4. ビューの名前、説明、およびアクセス・レベルを指定します。
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5. オプション: 「フィルター」ペインで、スケジュールをフィルタリングする場合
の基準を指定します。
6. 「保存して閉じる」をクリックしてスケジュール・ビューを保存します。

次のタスク
このスケジュール・ビューによって取り込まれたすべてのスケジュールが表示でき
るようになります。

コピーからのスケジュール・ビューの作成
別のスケジュールの構成詳細に基づいてスケジュール・ビューを作成する場合、ス
ケジュール・ビューのコピーを作成することができます。

始める前に
スイート・アドミニストレーターまたはスイート・ユーザーの権限が必要です。

手順
1. IBM InfoSphere Information Server Web コンソール で、「管理」タブをクリッ
クします。
2. 「ナビゲーション」ペインで、「スケジュール・モニター」 > 「スケジュール
のビュー」を選択します。
3. 「スケジュールのビュー」ペインで、ビューを選択します。
4. 「コピー」をクリックします。
5. 「コピー」ペインで、スケジュール・ビューの新しい名前と説明を入力します。
6. オプション: ビューの基準を変更します。
7. 「保存して閉じる」をクリックします。

スケジュール・ビューによって取り込まれたスケジュールの表示
スケジュール・ビューによって取り込まれたスケジュールを表示できます。 このビ
ューから、スケジュールおよびスケジュール済みタスクを管理できます。

手順
1. IBM InfoSphere Information Server Web コンソール で、「管理」タブをクリッ
クします。
2. 「ナビゲーション」ペインで、「スケジュール・モニター」 > 「スケジュール
のビュー」を選択します。
3. 「スケジュールのビュー」ペインで、ビューを選択します。
4. 「スケジュールの表示」をクリックします。 ビューの基準に合致するスケジュ
ールのリストが開きます。

ビュー内のすべてのスケジュールの一時停止
一連のスケジュールを一時停止するには、スケジュール・ビューによって取り込ま
れたすべてのスケジュールを一時停止することができます。
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手順
1. IBM InfoSphere Information Server Web コンソール で、「管理」タブをクリッ
クします。
2. 「ナビゲーション」ペインで、「スケジュール・モニター」 > 「スケジュール
のビュー」を選択します。
3. 「スケジュールのビュー」ペインで、ビューを選択します。
4. 「一時停止」をクリックします。 ビューによって取り込まれたスケジュール
が、一時停止されます。 そのスケジュール内のすべてのタスクは、スケジュー
ルが再開されるまで実行されません。

ビュー内のすべてのスケジュールの再開
スケジュール・ビュー内のすべてのスケジュールを一時停止した後に、そのスケジ
ュール・ビューで取り込まれたすべてのスケジュールを再開することができます。

手順
スケジュール・ビュー内のすべてのスケジュールを再利用するには、次のようにし
ます。
1. IBM InfoSphere Information Server Web コンソール で、「管理」タブをクリッ
クします。
2. 「ナビゲーション」ペインで、「スケジュール・モニター」 > 「スケジュール
のビュー」を選択します。
3. 「スケジュールのビュー」ペインで、ビューを選択します。
4. 「再開」をクリックします。 ビューによって取り込まれたスケジュールが、再
開されます。

ビュー内のすべてのスケジュールの履歴をパージ
多くのスケジュールの実行履歴をすぐにパージするには、スケジュール・ビューの
履歴をパージすることができます。 スケジュール・ビューによって取り込まれたす
べてのスケジュールの実行履歴が、メタデータ・リポジトリーからパージされま
す。

手順
1. IBM InfoSphere Information Server Web コンソール で、「管理」タブをクリッ
クします。
2. 「ナビゲーション」ペインで、「スケジュール・モニター」 > 「スケジュール
のビュー」を選択します。
3. 「スケジュールのビュー」ペインで、ビューを選択します。
4. 「実行履歴のパージ」をクリックします。
5. 「パージ」ウィンドウで、アクションを指定します。
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オプション

説明

実行履歴をすべてパージ

「すべて」を選択します。

オプション

説明

日付範囲内の実行履歴のパージ

1. 「範囲」を選択します。
2. 日付と時間を入力するか、または、カレ
ンダーを使用して開始日時と終了日時を
指定します。

6. 「はい」をクリックします。 実行履歴が、メタデータ・リポジトリーから削除
されます。

ビュー内のスケジュール済みタスクの作業
スケジュール・ビューを作成したら、ビューによって取り込まれた個別のスケジュ
ールとスケジュール済みタスクにアクセスできます。 個別タスクの停止と開始が可
能です。 また、そのビューによって取り込まれた完了済みタスク、実行中のタス
ク、または今後のタスクのサマリーも表示できます。

スケジュール済みタスクの停止
スケジュール・ビューに取り込まれたスケジュールを表示しているときに、スケジ
ュール済みタスクを停止することができます。

手順
1. IBM InfoSphere Information Server Web コンソール で、「管理」タブをクリッ
クします。
2. 「ナビゲーション」ペインで、「スケジュール・モニター」 > 「スケジュール
のビュー」を選択します。
3. 「スケジュールのビュー」タブで、ビューを選択します。
4. 「スケジュールの表示」をクリックします。
5. 「スケジュールの表示」ペインで、スケジュール済みタスクを選択します。
6. 「停止」をクリックします。 このタスクは停止されます。

スケジュール済みタスクの履歴のパージ
スケジュール済みタスクの実行履歴をメタデータ・リポジトリーから削除できま
す。 タスクとそのスケジュールは、メタデータ・リポジトリーにそのまま残りま
す。

手順
1. IBM InfoSphere Information Server Web コンソール で、「管理」タブをクリッ
クします。
2. 「ナビゲーション」ペインで、「スケジュール・モニター」 > 「スケジュール
のビュー」を選択します。
3. 「スケジュールのビュー」ペインで、ビューを選択します。
4. 「スケジュールの表示」をクリックします。
5. 「スケジュールの表示」ペインで、タスクを選択します。
6. 「パージ」をクリックします。 スケジュール済みタスクの実行履歴がメタデー
タ・リポジトリーから削除されます。
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完了済みスケジュールのリストの表示
現行のスケジュール済みタスクを表示している場合、完了したスケジュール済みタ
スクのすべてのインスタンスのサマリーを表示できます。

手順
1. 「スケジュールの表示」ペインで、スケジュールを選択します。
2. 「ビュー - 完了」をクリックします。

実行中のスケジュールのリスト表示
スケジュール済みタスクについて、スケジュールのどのインスタンスが現在実行中
であるかを表示できます。

手順
1. 「スケジュールの表示」ペインで、スケジュールを選択します。
2. 「ビュー - 実行中」をクリックします。

スケジュールされた今後のタスク・リストの表示
現行のスケジュール済みタスクを表示している場合、今後に実行されるタスクも表
示できます。

手順
1. 「スケジュールの表示」ペインで、スケジュールを選択します。
2. 「ビュー - 予測」をクリックします。
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第 14 章 IBM InfoSphere Information Server のバックアップ
およびリストア
データの損失を防いだり、災害復旧に備えるために、IBM InfoSphere Information
Server に関連したコンポーネントやシステム・エレメントをバックアップおよびリ
ストアできます。

このタスクについて
バックアップが必要なのは、サービス層、エンジン層、およびリポジトリー層のみ
で、クライアント層のバックアップは必要ありません。
Microsoft Windows を実行するクライアント・コンピューターには、ユーザー固有の
ローカルのカスタマイズ・データのみが保管されるため、クライアント層はバック
アップする必要がありません。ここで説明する手順では、Microsoft Windows コンピ
ューターで稼働する InfoSphere Information Server クライアントのバックアップお
よびリストアは対象としていません。一般的に、クライアント・コンピューター上
にローカルのユーザー固有のカスタマイズのみが保管されているクライアントのみ
のインストール済み環境では、バックアップおよびリストアは必要ありません。
サービス層、エンジン層、およびリポジトリー層にあるいくつかのシステム・エレ
メントをバックアップする必要があります。例えば、エンジン層およびサービス層
にあるファイル、構成データ、およびプロジェクトは、リポジトリー層にあるメタ
データ・リポジトリーにリンクされており、それらすべてをバックアップする必要
があります。また、リポジトリー層内のデータベースにはクロスデータベース参照
が存在することも多いので、それらもバックアップが必要です。

IBM InfoSphere Information Server コンポーネントのバックアップ
ハードウェア障害または他のシステムの問題が発生した場合にデータをリカバリー
できるように、IBM InfoSphere Information Server のコンポーネントをバックアップ
できます。

始める前に
システムをバックアップする前にサービスを停止する必要があるため、すべてのア
クティブなユーザー・セッションを表示し、それらのユーザー・セッションを切断
する必要があります。
サービスを停止するには、実行中のジョブがないかどうか判定し、実行をスケジュ
ールされているジョブがあれば、それらのスケジュール済みジョブを一時停止する
必要があります。
DB2 データベースのバックアップについて詳しくは、Knowledge Center: DB2 10.5
for Linux, UNIX, and Windows でバックアップの概要を参照してください。サポー
トされるその他のデータベース・システムの場合は、ベンダーの資料を参照してく
ださい。
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手順
1. IBM InfoSphere Information Server を保守モードにします。
2. InfoSphere Information Server サービスと IBM WebSphere Application Server サ
ービスを停止します。詳しくは、IBM InfoSphere Information Server および
IBM WebSphere Application Server サービスの管理を参照してください。
3. メタデータ・リポジトリー・データベースをバックアップします。
4. InfoSphere Information Analyzer がインストールされている場合は、分析データ
ベースをバックアップします。
5. オプション: InfoSphere DataStage and QualityStage がインストールされている
場合は、InfoSphere DataStage and QualityStage オペレーション・データベース
をバックアップします。ただし、このステップは必須ではありません。リスト
ア後もデータのモニターを継続する必要があれば、代わりに、InfoSphere
Information Server コンポーネントのリストア時にオペレーション・データベー
スを再作成できます。
6. オプション: InfoSphere QualityStage がインストールされている場合は、結果デ
ータベースをバックアップします。ただし、このステップは必須ではありませ
ん。リストア後もマッチング仕様の詳細化または開発を継続する必要があれ
ば、代わりに、InfoSphere Information Server コンポーネントのリストア時に
Match Designer データベースを再作成できます。
7. オプション: InfoSphere QualityStage がインストールされている場合は、
Standardization Rules Designer データベースをバックアップします。
8. オプション: IBM InfoSphere Data Quality Console がインストールされている場
合は、IBM InfoSphere Data Quality Console 例外データベースをバックアップ
します。
9. 『バックアップが必要なシステム・エレメントとデータベース』にリストされ
ているすべてのシステム・エレメントをバックアップします。
10. InfoSphere DataStage and QualityStage のジョブが使用する外部ファイルまたは
ライブラリーをバックアップします。 外部ファイルとは、InfoSphere
Information Server タスク (InfoSphere DataStage ジョブなど) を実行するデー
タ・セット、ファイル・セット、順次ファイル、ハッシュ・ファイル、および
その他の類似ファイルです。外部ライブラリーは、パラレル・エンジンによっ
て呼び出されるカスタム C++ 関数の場合があります。
11. InfoSphere Information Server サービスと WebSphere Application Server サービ
スを開始します。詳しくは、IBM InfoSphere Information Server および IBM
WebSphere Application Server サービスの管理を参照してください。

バックアップが必要なシステム・エレメントとデータベース
IBM InfoSphere Information Server をバックアップするときは、インストール後に変
更されるすべてのファイル・システム・ベースのエレメントと、すべてのデータベ
ースを同時にバックアップする必要があります。バックアップは、すべてのサービ
スおよび IBM WebSphere Application Server がシャットダウンされている間に行う
必要があります。
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特別な考慮事項
バックアップでは、以下の条件が満たされる必要があります。
v ファイルおよびディレクトリーのユーザー所有権が保存される。
v ファイルおよびディレクトリーのグループ所有権が保存される。
v アスタリスク (*)、アンパーサンド (&)、ドル記号 ($)、および感嘆符 (!) などの
特殊文字が含まれるファイル名に対処できる。
v 隠しファイルがコピーされる。Linux または UNIX では、これらのファイルはピ
リオド (.) で始まります
v 長さがゼロのファイルがコピーされる。

インストール後に変更されるファイル・システム・エレメント
以下の表に、インストール後に変更されるファイル・システム・エレメントを示し
ます。これらの表にあるパスでは、デフォルトのインストール・ディレクトリーが
使用されています。使用するパスは、異なる場所に InfoSphere Information Server
をインストールしている場合は異なります。
表 13. インストール後に変更されるファイル・システム・エレメント (Windows)
エレメント

説明

変更が発生するケース

C:¥IBM¥InformationServer

InfoSphere Information Server のベ
ース・インストール・ディレクトリ
ー。 InfoSphere Information Server
インストール・インスタンスに関連
付けられたすべてのファイルを含み
ます。デフォルトで、このディレク
トリーには、InfoSphere DataStage
および InfoSphere QualityStage のプ
ロジェクトも保管されます。

すべての InfoSphere Information
Server インストール・アクション、
分析ジョブの実行、InfoSphere
DataStage および InfoSphere
QualityStage のアクティビティー、
ライセンス・ファイルの適用などの
構成変更、およびその他のさまざま
なアクティビティー。

InfoSphere プロファイルには、イ
ンストールされた、InfoSphere
Information Server のすべてのサー
ビス層コンポーネントが含まれま
す。

すべての IBM WebSphere
Application Server または
InfoSphere Information Server のイ
ンストール・アクション、IBM
WebSphere Application Server また
は InfoSphere Information Server の
管理コンソール、あるいは構成値を
変更する外部ツールから行われた構
成変更。

IBM WebSphere Application Server
Network Deployment
C:¥IBM¥WebSphere¥AppServer
¥profiles¥InfoSphere。
InfoSphere Information Server を
インストールする前に IBM
WebSphere Application Server を
事前インストールして構成した
場合、InfoSphere プロファイル
は、IBM WebSphere Application
Server のベース・インストー
ル・ディレクトリー以外の場所
に置かれていることがありま
す。
.
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表 13. インストール後に変更されるファイル・システム・エレメント (Windows) (続き)
エレメント

説明

コンパイル済みの InfoSphere
DataStage および InfoSphere
QualityStage のジョブおよびルーチ
ンと、実行中の InfoSphere
DataStage および InfoSphere
QualityStage のジョブに関連したメ
注: プロジェクト・ディレクトリーはサー タデータを保管します。
バーのファイル・システム上の任意の場
所に作成できます。
InfoSphere DataStage and QualityStage サ
ーバーのプロジェクト・ディレクトリ
ー。デフォルトでは、
C:¥IBM¥InformationServer¥Server
¥Projects です。

変更が発生するケース
ユーザーが InfoSphere DataStage お
よび InfoSphere QualityStage の新規
プロジェクトを作成すると、そのラ
ンタイム・メタデータを保持するた
めに対応するサーバー・ディレクト
リーが必ず作成されます。

表 14. インストール後に変更されるファイル・システム・エレメント (Linux、UNIX)
エレメント

説明

変更が発生するケース

/opt/IBM/InformationServer

InfoSphere Information Server のベー
ス・インストール・ディレクトリー。
InfoSphere Information Server インス
トール・インスタンスに関連付けられ
たすべてのファイルを含みます。デフ
ォルトで、このディレクトリーには、
InfoSphere DataStage および
InfoSphere QualityStage のプロジェク
トも保管されます。

すべての InfoSphere Information
Server インストール・アクション、分
析ジョブの実行、InfoSphere DataStage
および InfoSphere QualityStage のア
クティビティー、ライセンス・ファイ
ルの適用などの構成変更、およびその
他のさまざまなアクティビティー。

InfoSphere Information Server のすべ
てのインストール済みのサービス層コ
ンポーネントを含む、InfoSphere
Information Server のベース・インス
トール・ディレクトリー。

すべての InfoSphere Information
Server インストール・アクション、
IBM WebSphere Application Server ま
たは InfoSphere Information Server の
管理コンソール、あるいは構成値を変
更する外部ツールから行われた構成変
更。

コンパイル済みの InfoSphere
DataStage および InfoSphere
QualityStage のジョブおよびルーチン
と、実行中の InfoSphere DataStage お
よび InfoSphere QualityStage のジョ
注: プロジェクト・ディレクトリーは ブに関連したメタデータを保管しま
サーバーのファイル・システム上の任 す。
意の場所に作成できます。

ユーザーが InfoSphere DataStage また
は InfoSphere QualityStage の新規プ
ロジェクトを作成すると、そのランタ
イム・メタデータを保持するために対
応するサーバー・ディレクトリーが必
ず作成されます。

IBM WebSphere Application Server
Network Deployment
/opt/IBM/WebSphere/
AppServer

サーバーのプロジェクト・ディレクト
リー。デフォルトで
は、/opt/IBM/InformationServer/
Server/Projects です。
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インストール後に変更されないか、ほとんど変更されないファイル・
システム・エレメント
表 15. インストール後に変更されないか、ほとんど変更されないファイル・システム・エレメント (Windows)
エレメント

説明

変更が発生するケース

IBM WebSphere Application Server の InfoSphere Information Server の使用
インストール情報。
にともなって変更されることはありま
C:¥os_install_dir¥vpd.properties。
せん。 WebSphere Application Server
ここで、os_install_dir は、オペレーテ
のフィックスまたはフィックスパック
ィング・システムのインストール・デ
が別途インストールされると、変更さ
ィレクトリーです。例えば、
れる場合があります。
C:¥WINNT、C:¥Windows、または
user_home です。
C:¥Windows¥.nifregistry

C:¥IBM¥SQLLIB

InfoSphere Information Server の一部
としてインストールされる場合の
IBM DB2 のベース・インストール・
ディレクトリー。

InfoSphere Information Server の使用
にともなって変更されることはありま
せん。 DB2 のフィックスまたはフィ
ックスパックをインストールすると、
このディレクトリー内のファイルが変
更されます。

C:¥Program Files¥MKS Toolkit

InfoSphere Information Server が使用
する UNIX エミュレーション・ツー
ル。

InfoSphere Information Server の使用
にともなって変更されることはありま
せん。 MKS Toolkit を更新すること
が明らかな InfoSphere Information
Server のフィックスまたはフィックス
パックをインストールすると、このデ
ィレクトリー内のファイルが変更され
ます。

IBM WebSphere Application Server
Network Deployment
C:¥IBM¥WebSphere¥AppServer
注: C:¥IBM¥WebSphere
¥AppServer¥profiles ディレ
クトリーの下にある、他のア
プリケーションによって使用
されるプロファイルは除外し
てかまいません。
AIX

InfoSphere Information Server のすべ IBM WebSphere Application Server フ
てのインストール済みのサービス層コ ィックスパックをインストールすると
ンポーネントを含む、IBM WebSphere 変更されます。
Application Server のベース・インス
トール・ディレクトリー。

Linux
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表 16. インストール後に変更されないか、ほとんど変更されないファイル・システム・エレメント (Linux、UNIX)
エレメント
AIX

説明
AIX プラットフォームの

場合:
/usr/.ibm/.nif/.nifregistry ま
たは non_root_home/.ibm/.nif/
.nifregistry

変更が発生するケース

IBM WebSphere Application Server の InfoSphere Information Server の使用
インストール情報。
にともなって変更されることはありま
せん。 IBM WebSphere Application
Server のフィックスまたはフィックス
パックが別途インストールされると、
変更される場合があります。

/root/vpd.properties または
/usr/lib/objrepos/
vpd.properties
Linux

Linux の場合:

/opt/.ibm/.nif/.nifregistry
/root/vpd.properties または
/user_home/vpd.properties
/etc/services

InfoSphere Information Server の初期
コンピューターのポート割り当て。
インストール後、変更されることはあ
DB2 または InfoSphere Information
Server がインストールされると、次の りません。
エントリーが追加されます。
DB2_db2inst1 60000/tcp
DB2_db2inst1_1 60001/tcp
DB2_db2inst1_2 60002/tcp
DB2_db2inst1_END 60003/tcp
dsrpc 31538/tcp # RPCdaemon
DSEngine@/u1/IBM/
InformationServer/Server/DSEngine
インストール済み環境によって、ポー
ト割り当ては異なる可能性がありま
す。

/etc/inittab

システム・ブートで開始されるサービ InfoSphere Information Server の初期
ス。InfoSphere Information Server の インストール後、変更されることはあ
一部として DB2 をインストールした りません。
場合、このファイルは変更され、次の
エントリーが追加されています。
fmc:234:respawn:/u1/IBM/
db2/V10/bin/db2fmcd #DB2
Fault
Monitor Coordinator
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表 16. インストール後に変更されないか、ほとんど変更されないファイル・システム・エレメント
(Linux、UNIX) (続き)
エレメント

説明

変更が発生するケース

開始スクリプトとシャットダウン・ス InfoSphere Information Server に関連 InfoSphere Information Server の初期
したサービスの開始とシャットダウン インストール後、変更されることはあ
クリプト
に使用されるスクリプト。SISFAgents りません。
次のコマンドを使用して、バックアッ スクリプトと DSEngine スクリプト
プおよびリストアが必要なスクリプト は、エンジン・コンポーネントがイン
を判別できます。
ストールされている場合にのみ存在し
cd /etc
ます。SISFServer スクリプトは、サー
find . -name "SISFServer*"
ビス層がインストールされている場合
-print
にのみ存在します。
find . -name "SISFAgents*"
-print
find . -name "*"
-print | xargs grep
-i DSEngine
/opt/IBM/db2/V10

InfoSphere Information Server の一部
としてインストールされた場合の
DB2 のベース・インストール・ディ
レクトリー。

InfoSphere Information Server の使用
にともなって変更されることはありま
せん。 DB2 のフィックスまたはフィ
ックスパックをインストールすると、
このディレクトリー内のファイルが変
更されます。

/home/dasusr1

DB2 データベース管理者アカウント
のホーム・ディレクトリー。DB2 を
実行するために必要なファイルを含み
ます。

InfoSphere Information Server の使用
にともなって変更されることはありま
せん。 DB2 のフィックスまたはフィ
ックスパックをインストールすると、
このディレクトリー内のファイルが変
更される可能性があります。

/home/db2inst1

DB2 データベース・インスタンス・
オーナーのホーム・ディレクトリー。
DB2 を実行するために必要なファイ
ルを含みます。

InfoSphere Information Server の使用
にともなって変更されることはありま
せん。 DB2 のフィックスまたはフィ
ックスパックをインストールすると、
このディレクトリー内のファイルが変
更される可能性があります。

バックアップが必要なデータベース
バックアップ処理を実行するために使用できるツールはいくつかあります。DB2 デ
ータベースのバックアップについて詳しくは、Knowledge Center: DB2 10.5 for
Linux, UNIX, and Windows でバックアップの概要を参照してください。サポートさ
れるその他のデータベース・システムの場合は、ベンダーの資料を参照してくださ
い。
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表 17. バックアップが必要なデータベース
リポジトリーまたはデータベ
ース
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説明

デフォルトのデータベース名/
スキーマ名

メタデータ・リポジトリー

InfoSphere Information Server
コンポーネントによってガバ
ナンス、管理、および分析が
行われる外部データ・ソース
に関するメタデータを保管し
ます。

デフォルト・データベース名:
XMETA
デフォルト・スキーマ名: ユ
ーザー定義のスキーマ・ユー
ザー名 (通常は XMETA)
注: データベースは、ステー
ジング領域のデータ・ストア
に使用されるものと同じデー
タベースでなければなりませ
ん。

ステージング領域

外部データ・ソースからイン
ポートされたメタデータをア
クティブ・メタデータ・リポ
ジトリーに移動する前に調べ
ることができるように、その
ようなメタデータを保管しま
す。

デフォルト・データベース名:
XMETA
デフォルト・スキーマ名: ユ
ーザー定義のスキーマ・ユー
ザー名 (通常は XMETASR)
注: データベースは、メタデ
ータ・リポジトリーに使用さ
れるものと同じデータベース
でなければなりません。

分析データベース

デフォルト・データベース名:
InfoSphere Information
Analyzer による情報分析の結 IADB
デフォルト・スキーマ名: ユ
果を保管します。
ーザー定義のスキーマ・ユー
ザー名 (通常は IAUSER)
注: データベースは、メタデ
ータ・リポジトリーに使用さ
れるものと同じデータベース
にすることはできません。

オプション: オペレーショ
ン・データベース

InfoSphere DataStage and
QualityStage Operations
Console で表示されるモニタ
ー・データを保管します。

デフォルト・データベース名:
XMETA
デフォルト・スキーマ名: ユ
ーザー定義のスキーマ・ユー
ザー名 (通常は DSODB)
注: データベースは、メタデ
ータ・リポジトリーに使用さ
れるデータベースと同じでも
異なっていてもかまいませ
ん。

表 17. バックアップが必要なデータベース (続き)
リポジトリーまたはデータベ
ース

デフォルトのデータベース名/
スキーマ名

説明

オプション: Match Designer
データベース

InfoSphere QualityStage のコ
ンポーネントである
InfoSphere QualityStage Match
Designer によるマッチング・
パスのテストの結果を保管し
ます。このデータベースは、
マッチング・デザインがアク
ティブ・メタデータ・リポジ
トリーにチェックインされる
前のステージング領域として
使用される ODBC データ・
ソースです。

ユーザー定義のデータベース
名およびスキーマ名。デフォ
ルトはありませんが、通常は
MDDB です。
注: データベースは、メタデ
ータ・リポジトリーに使用さ
れるものと同じデータベース
にすることはできません。

オプション: Standardization
Rules Designer データベース

IBM InfoSphere QualityStage
Standardization Rules Designer
で行われた InfoSphere
QualityStage ルール・セット
に対する改訂のコピーを保管
します。

デフォルト・データベース名:
XMETA
デフォルト・スキーマ名: ユ
ーザー定義のスキーマ・ユー
ザー名 (通常は SRDUSER)
注: データベースは、メタデ
ータ・リポジトリーに使用さ
れるデータベースと同じでも
異なっていてもかまいませ
ん。

オプション: 例外データベー
ス

InfoSphere DataStage and
QualityStage 製品コンポーネ
ントによって生成される例外
を保管します。

デフォルト・データベース名:
XMETA
デフォルト・スキーマ名: ユ
ーザー定義のスキーマ・ユー
ザー名 (通常は ESDB)
注: データベースは、メタデ
ータ・リポジトリーに使用さ
れるデータベースと同じでも
異なっていてもかまいませ
ん。

各インストール済み環境に固有の重要なファイル
以下の表に、各インストール済み環境に固有の重要なファイルを示します。
Windows
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表 18. 各インストール済み環境に固有の重要なファイル (Windows)
エレメント
IBM WebSphere Application
Server Liberty
C:¥IBM
¥InformationServer
¥wlp¥usr¥servers
¥iis¥lib¥iis
¥15properties
¥isfserver.keystore
IBM WebSphere Application
Server Network Deployment
C:¥IBM¥WebSphere
¥AppServer¥profiles
¥InfoSphere¥classes
¥isfserver.keystore
注: isf-server.keystore を
複写したものが、
isf-server.keystore を
IBM WebSphere Application
Server プロファイルにインス
トールするためのデプロイメ
ント・ソースとして使用され
ます。これは、ご使用の
IBM WebSphere Application
Server のインストール済み環
境に基づいて、次の場所にあ
ります。
IBM WebSphere Application
Server Liberty
C:¥IBM
¥InformationServer
¥ASBServer
¥apps¥lib
¥iis¥15properties
IBM WebSphere Application
Server Network Deployment
C:¥IBM
¥InformationServer
¥ASBServer
¥apps¥lib
¥iis¥classes
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説明

変更が発生するケース

サービス層で、InfoSphere
Information Server エンジン
の秘密鍵を含んでいる鍵スト
ア。新規インストール環境で
バックアップをリストアする
には、鍵ストア・ファイルを
バックアップする必要があり
ます。

InfoSphere Information Server
の初期インストール後、変更
されることはありません。

表 18. 各インストール済み環境に固有の重要なファイル (Windows) (続き)
エレメント

説明

変更が発生するケース

C:¥IBM¥InformationServer
¥ASBNode¥eclipse¥plugins
¥com.ibm.iis.client¥isfnode.keystore

エンジン層で、ノード作成時
に生成される、秘密鍵と証明
書を含んでいる鍵ストア。こ
の鍵ストアは、登録時に
InfoSphere Information Server
エンジン公開証明書で更新さ
れます。新規インストール環
境でバックアップをリストア
するには、鍵ストア・ファイ
ルをバックアップする必要が
あります。

InfoSphere Information Server
の初期インストール後、変更
されることはありません。

第 14 章 バックアップおよびリストア

279

表 19. 各インストール済み環境に固有の重要なファイル (Linux、UNIX)
エレメント

説明

変更が発生するケース

IBM WebSphere Application
Server Liberty
/opt/IBM/
InformationServer/
wlp/usr/servers/
iis/lib/iis/
15properties/isfserver.keystore

サービス層で、InfoSphere
Information Server エンジン
の秘密鍵を含んでいる鍵スト
ア。新規インストール環境で
バックアップをリストアする
には、鍵ストア・ファイルを
バックアップする必要があり
ます。

InfoSphere Information Server
の初期インストール後、変更
されることはありません。

IBM WebSphere Application
Server Network Deployment
/opt/IBM/
WebSphere/
AppServer/
profiles/
InfoSphere/
classes/isfserver.keystore
注: isf-server.keystore を
複写したものが、
isf-server.keystore を
IBM WebSphere Application
Server プロファイルにインス
トールするためのデプロイメ
ント・ソースとして使用され
ます。これは、ご使用の
IBM WebSphere Application
Server のインストール済み環
境に基づいて、次の場所にあ
ります。
IBM WebSphere Application
Server Liberty
/opt/IBM/
InformationServer/
ASBServer/apps/
lib/iis/
15properties
IBM WebSphere Application
Server Network Deployment
/opt/IBM/
InformationServer/
ASBServer/apps/
lib/iis/classes
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表 19. 各インストール済み環境に固有の重要なファイル (Linux、UNIX) (続き)
エレメント

説明

変更が発生するケース

/opt/IBM/InformationServer
/ASBNode/eclipse/plugins
/com.ibm.iis.client/
isf-node.keystore

エンジン層で、ノード作成時
に生成される、秘密鍵と証明
書を含んでいる鍵ストア。こ
の鍵ストアは、登録時に
InfoSphere Information Server
エンジン公開証明書で更新さ
れます。新規インストール環
境でバックアップをリストア
するには、鍵ストア・ファイ
ルをバックアップする必要が
あります。

InfoSphere Information Server
の初期インストール後、変更
されることはありません。

バックアップが必要なその他のエレメント
Windows

Windows インストール環境では、InfoSphere Information Server によって
使用されるさまざまな値がレジストリーに保管されます。フル・システム・バック
アップとともに、以下のレジストリー・キーをバックアップおよびリストアする必
要があります。
HKEY_CURRENT_USER¥Software¥Wow6432Node¥Ascential Software
HKEY_CURRENT_USER¥Software¥Wow6432Node¥IBM¥InformationServer
レジストリー・キーのインポートおよびエクスポートについて詳しくは、キーのイ
ンポートまたはエクスポートを参照してください。

追加でバックアップするファイル
データベースやファイル・システム・ベースのエレメント以外に、インストール後
に変更されるいくつかのファイルを追加でバックアップする必要があります。
以下の表にバックアップする必要のある追加のファイルを示します。
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表 20. 追加でバックアップするファイル
製品

バックアップする必要のあるデータ

InfoSphere DataStage and QualityStage

v データ・セット
v ランタイム・ログ・ファイル
v オペレーショナル・メタデータ
v ジョブ・スケジュールまたはジョブ呼び出
し
v プロジェクト・ディレクトリーに保存され
ていない InfoSphere DataStage ハッシュ・
ファイル
v InfoSphere DataStage and QualityStage によ
って順次ファイル方式でアクセスされるデ
ータ・ファイル
v InfoSphere DataStage によって使用され
る、データをデータベースに書き込むため
のユーザー定義 SQL ステートメントを含
むデータ・ファイル

InfoSphere QualityStage モジュール

v 郵便検証参照ファイル
v 住所情報参照ファイル

InfoSphere Information Server Enterprise
Packs

v 参照ファイル

IBM InfoSphere Information Server コンポーネントのリストア
データが失われた場合にデータをリカバリーするために、IBM InfoSphere
Information Server およびそのコンポーネントに関連したファイル、ディレクトリ
ー、およびデータベースをリストアできます。

始める前に
このタスクは、InfoSphere Information Server が以前にインストールされたシステム
で InfoSphere Information Server をリカバリーすること、適切なバックアップが以
前に実行されていたことを前提とします。また、コンピューターのホスト名が、バ
ックアップが行われたコンピューターのホスト名と同じで、すべてのコンポーネン
トが、それらがもともと存在していた場所とまったく同じ場所にリストアされるこ
とを前提とします。異なるホスト名が使用されると、システムは作動不能になりま
す。
インストール済み環境をリストアする際は、InfoSphere Information Server および
IBM WebSphere Application Server のサービスを開始する前に、バックアップされ
たエレメントと同じエレメントをすべてリストアする必要があります。
DB2 データベースのリストアについて詳しくは、Knowledge Center: DB2 10.5 for
Linux, UNIX, and Windows でリストアの概要を参照してください。サポートされる
その他のデータベース・システムの場合は、ベンダーの資料を参照してください。
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手順
1. すべてのユーザー・セッションを切断します。 リストアの期間中は、どの時点
であってもユーザーがシステムにログインできないようにします。そうしない
と、リストアが失敗するか、メタデータ・リポジトリーのリストア時にデータ
が上書きされるため、ユーザーがデータを失う可能性があります。
2. InfoSphere Information Server サービスと WebSphere Application Server サービ
スを停止します。詳しくは、IBM InfoSphere Information Server および IBM
WebSphere Application Server サービスの管理を参照してください。
3. メタデータ・リポジトリーをリストアします。
4. IBM InfoSphere Information Analyzer がインストールされていた場合は、
InfoSphere Information Analyzer によって使用される分析データベースをリスト
アします。
5. InfoSphere DataStage and QualityStage を使用する場合に、InfoSphere DataStage
and QualityStage Operations Console で表示されるモニター・データを保管する
のに使用されるオペレーション・データベースのバックアップがあれば、オペ
レーション・データベースをリストアします。そうでなければ、オペレーショ
ン・データベースを再作成できます。
6. IBM InfoSphere QualityStage を使用する場合に、マッチング仕様の詳細化また
は開発のために使用される Match Designer データベースのバックアップがあれ
ば、バックアップからリストアします。そうでなければ、Match Designer デー
タベースを再作成できます。
7. InfoSphere QualityStage Standardization Rules Designer を使用する場合に、改訂
中のルール・セットまたはまだパブリッシュされていない変更があるルール・
セットを含んでいる Standardization Rules Designer データベースのバックアッ
プがあれば、Standardization Rules Designer データベースをリストアします。そ
うでない場合、すべてのルール・セットがパブリッシュ済みであれば、
Standardization Rules Designer データベースを再作成できます。
8. InfoSphere DataStage and QualityStage を使用する場合に、InfoSphere DataStage
and QualityStage 製品コンポーネントによって生成される例外を保管するのに使
用される IBM InfoSphere Data Quality Console 例外データベースのバックアッ
プがあれば、例外データベースをリストアします。そうでなければ、例外ステ
ージ・ジョブを再実行して、新しい例外記述子とその詳細を生成できます。
9.

270 ページの『バックアップが必要なシステム・エレメントとデータベース』
にリストされているシステム・エレメントをリストアします。

10.

281 ページの『追加でバックアップするファイル』にリストされている追加フ
ァイルをリストアします。

11. IBM InfoSphere DataStage および InfoSphere QualityStage のジョブが使用する
外部ファイルまたはライブラリーをリストアします。 外部ファイルとは、
InfoSphere Information Server タスク (InfoSphere DataStage ジョブなど) を実行
するデータ・セット、ファイル・セット、順次ファイル、ハッシュ・ファイ
ル、およびその他の類似ファイルです。外部ライブラリーは、パラレル・エン
ジンによって呼び出されるカスタム C++ 関数の場合があります。
12. InfoSphere Information Server サービスおよび WebSphere Application Server サ
ービスを再実行します。詳しくは、IBM InfoSphere Information Server および
IBM WebSphere Application Server サービスの管理を参照してください。
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第 15 章 サービスの管理
IBM InfoSphere Information Server サービスおよび IBM WebSphere Application
Server サービスを管理するには、以下の手順に従います。例えば、サービスの状況
を確認し、システムをバックアップ/リストアするときや、あるいは他の保守タスク
を行うために、サービスを停止して再開します。サービスを開始または停止するコ
マンドがリストされています。
この手順で説明する WebSphere Application Server ツールおよびプロセスの詳細に
ついては、WebSphere Application Server インフォメーション・センターを参照して
ください。
v IBM WebSphere Application Server Network Deployment 8.5:
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r5/index.jsp
WebSphere Application Server の管理に使用する各種ツールの詳細については、
WebSphere Application Server ドキュメント内の以下のトピックを参照してくださ
い。
WebSphere Application Server 8.5
startManager ツールを使用した Deployment Manager の開始:
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r5/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/ae/rxml_startmanager.html
stopManager ツールを使用した Deployment Manager の停止:
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r5/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/ae/rxml_stopmanager.html
startNode ツールを使用したノード・エージェントの開始:
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r5/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/ae/rxml_startnode.html
stopNode ツールを使用したノード・エージェントの停止:
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r5/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/ae/rxml_stopnode.html
クラスター・メンバーの開始: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/
v8r5/index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.doc/ae/trun_wlm_cluster_start.html
クラスター・メンバーの停止: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/
v8r5/index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.doc/ae/trun_wlm_cluster_stop.html
startServer ツールを使用したスタンドアロン・アプリケーション・サーバ
ーおよびクラスター・メンバーの開始: http://publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wasinfo/v8r5/index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.doc/ae/
rxml_startserver.html
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IBM InfoSphere Information Server の保守モードの設定
フィックスパックの適用やシステムのバックアップなど、InfoSphere Information
Server の定期的な保守作業を行う場合、InfoSphere Information Server を保守モード
にすることができます。保守の期間中、ユーザーが IBM InfoSphere Information
Server に認証を求めないようにするために、SessionAdmin コマンドを使用して保守
モードにすることができます。

始める前に
スイート・アドミニストレーター権限が必要です。

このタスクについて
IBM InfoSphere Information Server が保守モードに設定されると、スイート・アドミ
ニストレーター権限を持たないユーザーは、サーバーにログインできなくなりま
す。サーバー上のユーザー・セッションはすべて切断され、保守の間はシステム上
のあらゆるアクティビティーが禁止されます。SessionAdmin は次の場所にありま
す。
UNIX

v

Linux

IS_install_dir/ASBServer/bin/SessionAdmin.sh
IS_install_dir/ASBNode/bin/SessionAdmin.sh
v

Windows

IS_install_dir¥ASBServer¥bin¥SessionAdmin.bat
IS_install_dir¥ASBNode¥bin¥SessionAdmin.bat
製品がインストールされているホスト名およびポート番号を指定します。また、サ
ーバー上でこのコマンドの実行が許可されるアドミニストレーターのユーザー名と
パスワードも指定します。-user オプションと -password オプションを指定する代
わりに、-authfile オプションを使用することもできます。

手順
1. 次のコマンドを実行して、すべてのアクティブな製品のセッションを終了しま
す。
SessionAdmin -url https://server_hostname:server_port -user username
-password plaintext_password -kill-user-sessions
2. 次のコマンドを実行して、製品を保守モードにします。
SessionAdmin -url https://server_hostname:server_port -user username
-password plaintext_password -set-maint-mode ON
3. 次のコマンドを実行して、製品の保守モードを解除します。
SessionAdmin -url https://server_hostname:server_port -user username
-password plaintext_password -set-maint-mode OFF
4. 次のコマンドを使用して、製品の現在の保守モードを判別します。
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SessionAdmin -url https://server_hostname:server_port -user username
-password plaintext_password -get-maint-mode

サービスのシャットダウン (Windows)
Microsoft Windows インストール済み環境の IBM InfoSphere Information Server サ
ービスおよび IBM WebSphere Application Server サービスをシャットダウンするに
は、以下の手順に従います。 システムをバックアップまたは再始動、あるいは他の
保守タスクを行う前に、サービスをシャットダウンします。

始める前に
メタデータ・リポジトリー層がクラスター構成にセットアップされているときは、
データベースをシャットダウンする場合は必ず最後にシャットダウンしてくださ
い。
注: コールド・バックアップを実行するには、データベースをシャットダウンする
必要があります。

このタスクについて
このタスクで示すパスは、WebSphere Application Server と InfoSphere Information
Server がデフォルトの場所にインストールされていると想定しています。 この製品
を別の場所にインストールした場合、パスとプロファイル名は異なります。

手順
1. IBM InfoSphere DataStage Telnet サービス、InfoSphere DataStage エンジン・リ
ソース・サービス、InfoSphere DataStage AppWatcher サービス、DSRPC サービ
ス、および ASB エージェントの各サービスを停止します。 サービスを停止す
るには、次のようにします。
a. エンジン層の各ホスト・コンピューターに、ローカル管理者特権を持つユー
ザーとしてログインします。
b. サービス管理ツールまたは sc コマンド・ライン・ツールを使用して、サー
ビスを停止します。 表に示された順にサービスを停止します。
表 21. 停止するサービス、停止する必要のある順序
サービスのフルネーム

サービスのショート・ネーム

プロセス名

DataStage Telnet サービス

dstelnet

tl_dsservice.exe

DataStage エンジン・リソー
ス・サービス

DSEngine

dsservice.exe

DataStage AppWatcher サービ DSAppWatcher
ス
注: このサービスはオプショ
ンです。構成して開始してい
ない場合は、稼働していない
可能性があります。

DSAppWatcher.exe

DSRPC サービス

dsrpc

dsrpcd.exe

ASB エージェント

ASBAgent

ASBAgent.exe
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2. WebSphere Application Server を停止します。

IBM WebSphere Application Server の停止 (Windows)
Microsoft Windows インストール済み環境の WebSphere Application Server サービス
をシャットダウンするには、以下の手順に従います。

手順
スタンドアロン構成かクラスター構成のいずれであるかによって、次のいずれかの
タスクを実行します。
WebSphere Application Server Liberty Profile インストール済み環境を停止するに
は、次のようにします。
1. サービス層のホスト・コンピューターに、ローカル管理者特権を持つユ
ーザーとしてログインします。
2. Windows コマンド・プロンプトで、net stop InfoSvr と入力します。
スタンドアロン WebSphere Application Server 構成を停止するには、次のように
します。
1. サービス層のホスト・コンピューターに、ローカル管理者特権を持つユ
ーザーとしてログインします。
2. Windows デスクトップで、「すべてのプログラム」 > 「IBM
WebSphere > Application Server」 > 「プロファイル」 >
「InfoSphere」 > 「サーバーの停止」をクリックします。 InfoSphere
は、InfoSphere Information Server がインストールされている場所のプロ
ファイル名です。
3. プロンプトが出されたら、WebSphere Application Server アドミニストレ
ーター特権を持つアカウントのユーザー名とパスワードを入力します。
4. WebSphere Application Server プロセスが停止していることを確認しま
す。 303 ページの『IBM WebSphere Application Server Network
Deployment の状況の確認 (スタンドアロン・インストール)』 を参照し
てください。
クラスター WebSphere Application Server 構成を停止するには、次のようにしま
す。
1. WebSphere Application Server 管理コンソールを開始します。
2. コンソール・ナビゲーション・ツリーで、「サーバー」 > 「クラスタ
ー」をクリックします。 「サーバー・クラスター」ページが表示されま
す。
注: WebSphere Application Server バージョンによっては、「サーバー・
クラスター」ページにアクセスするには、「サーバー」 > 「クラスタ
ー」 > 「WebSphere Application Server クラスター」をクリックする
必要がある場合があります。
3. クラスターを選択します。
4. 「停止」をクリックします。このコマンドでは、各アプリケーション・
サーバーが既存の要求を終了させることができ、またクラスターの別の
メンバーにフェイルオーバーすることもできます。 停止オペレーション
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が開始すると、クラスターの状況は一部停止 に変更されます。 すべて
のアプリケーション・サーバーが停止すると、クラスターの状況は停止
に変更されます。
5. ノードで、ローカル管理者特権を持つユーザーとしてログインします。
6. ノードで、stopNode コマンドを実行してノード・エージェントを停止し
ます。
C:¥IBM¥WebSphere¥AppServer¥profiles¥Custom01¥bin¥stopNode -user wasadmin
-password password

このコマンドでは、Custom01 は IBM InfoSphere Information Server ク
ラスターのノードのホストである WebSphere Application Server カスタ
ム・プロファイルです。 wasadmin と password はそれぞれ、WebSphere
Application Server アドミニストレーターのユーザー名とパスワードで
す。
ノード・エージェントがシャットダウンすると、コマンド・ラインに制
御が戻ります。
注: ノード・エージェントが Windows サービスとして実行している場
合、stopNode コマンドで、関連する Windows サービスとノード・エー
ジェントが停止されます。
7. クラスター・メンバーとノード・エージェントがすべて停止しているこ
とを確認します。 306 ページの『IBM WebSphere Application Server ク
ラスター・メンバーの状況の確認』と 307 ページの『IBM WebSphere
Application Server ノード・エージェントの状況の確認』を参照してくだ
さい。
8. Network Deployment マネージャー・プロセスを停止します。 『IBM
WebSphere Application Server デプロイメント・マネージャーの停止
(Windows)』 を参照してください。

IBM WebSphere Application Server デプロイメント・マネージャ
ーの停止 (Windows)
WebSphere Application Server クラスタリングが含まれている Microsoft Windows イ
ンストール済み環境の IBM WebSphere Application Server Network Deployment デ
プロイメント・マネージャーを停止するには、以下の手順に従います。

手順
1. デプロイメント・マネージャーのホストであるノードで、ローカル管理者特権を
持つユーザーとしてログインします。
2. ノードで、stopManager コマンドを実行して Network Deployment マネージャ
ー・プロセスを停止します。
C:¥IBM¥WebSphere¥AppServer¥profiles¥Dmgr01¥bin¥stopManager
-user wasadmin -password password

Dmgr01 は WebSphere Application Server デプロイメント・マネージャーのプロ
ファイルです。 wasadmin と password はそれぞれ、WebSphere Application
Server アドミニストレーターのユーザー名とパスワードです。
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注: デプロイメント・マネージャーが Windows サービスとして実行している場
合、stopManager コマンドで、関連する Windows サービスが停止され、またデ
プロイメント・マネージャーも停止されます。
3. WebSphere Application Server serverStatus コマンド・ライン・ツールを使用し
て、デプロイメント・マネージャーが停止していることを検証します。
詳しくは、serverStatus のドキュメントを参照してください。
v WebSphere Application Server 8.5: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/
wasinfo/v8r5/index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.doc/ae/rxml_serverstatus.html

サービスのシャットダウン (Linux、UNIX)
Linux または UNIX インストール済み環境の IBM InfoSphere Information Server サ
ービスおよび アプリケーション・サーバー・サービスをシャットダウンするには、
以下の手順に従います。 システムをバックアップまたは再始動、あるいは他の保守
タスクを行う前に、サービスをシャットダウンします。

始める前に
メタデータ・リポジトリー層がクラスター構成にセットアップされているときは、
データベースをシャットダウンする場合は必ず最後にシャットダウンしてくださ
い。
注: コールド・バックアップを実行するには、データベースをシャットダウンする
必要があります。

このタスクについて
このタスクで示すパスは、アプリケーション・サーバーおよび InfoSphere
Information Server がデフォルトの場所にインストールされていると想定していま
す。 この製品を別の場所にインストールした場合、パスとプロファイル名は異なり
ます。

手順
1. Metadata Server サービス、ASB エージェント、および DSRPC Server の各サー
ビスを停止します。
a. エンジン層の各ホスト・コンピューターにログインします。 次の証明情報を
使用します。
v 非 root 管理用の InfoSphere Information Server エージェントを構成してい
て、サービスが開始され、この非 root ユーザー下で現在実行中の場合は、
以前に構成したアドミニストレーター・ユーザーの証明情報を使用しま
す。
v エージェントをまだこのように構成していない場合は、root としてログイ
ンします。
b. 次のコマンドを実行して、dsenv ファイルを入手します。
. /opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine/dsenv
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c. /.dshome ファイルに、現在のエンジンの場所が含まれていることを確認しま
す。 UNIX システムは、InfoSphere DataStage の複数インスタンスをサポー
トします。
d. 次のコマンドを実行して、InfoSphere DataStage サービスを停止します。
bin/uv -admin -stop コマンドは、/.dshome ファイルにある InfoSphere
DataStage のインスタンスを停止します。
cd /opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine
bin/uv -admin -stop

e. 次のコマンドを実行して、エージェントを停止します。
cd /opt/IBM/InformationServer/ASBNode/bin
./NodeAgents.sh stop

f. top コマンドを実行して、プロセスが停止したことを検証します。
2. AppWatcher プロセスを停止します。 詳しくは、AppWatcher プロセスの開始と
停止を参照してください。
注: このプロセスはオプションであるため、構成され、開始されている場合にの
み稼働しています。
3. アプリケーション・サーバーを停止します。

IBM WebSphere Application Server の停止 (Linux、UNIX)
Linux または UNIX インストール済み環境の WebSphere Application Server サービ
スをシャットダウンするには、以下の手順に従います。

手順
スタンドアロン構成かクラスター構成のいずれであるかによって、次のいずれかの
タスクを実行します。
スタンドアロン構成の WebSphere Application Server Liberty Profile または
Network Deployment を停止するには、次のようにします。
1. サービス層のホスト・コンピューターにログインします。 次の証明情報
を使用します。
v 非 root 管理用の WebSphere Application Server を構成していた場合
は、WebSphere Application Server の管理のために構成されている非
root ユーザー用の証明情報を使用します。
v WebSphere Application Server をまだこのように構成していない場合
は、root としてログインします。
2. 次のコマンドを実行します。
cd /opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin
./MetadataServer.sh stop

3. WebSphere Application Server プロセスが停止していることを確認しま
す。 304 ページの『IBM WebSphere Application Server の状況の確認
(Liberty Profile インストール済み環境)』 または 303 ページの『IBM
WebSphere Application Server Network Deployment の状況の確認 (スタ
ンドアロン・インストール)』 を参照してください。
クラスター構成の WebSphere Application Server Network Deployment を停止する
には、次のようにします。
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1. デプロイメント・マネージャーのホストであるノードにログインしま
す。 WebSphere Application Server アドミニストレーターの証明情報を
使用します。
2. コンソール・ナビゲーション・ツリーで、「サーバー」 > 「クラスタ
ー」をクリックして、「サーバー・クラスター」ページにアクセスしま
す。
注: 使用する WebSphere Application Server バージョンによっては、
「サーバー・クラスター」ページにアクセスするには、「サーバー」 >
「クラスター」 > 「WebSphere Application Server クラスター」をク
リックする必要がある場合があります。
3. クラスターを選択します。
4. 「停止」をクリックします。このコマンドでは、各アプリケーション・
サーバーが既存の要求を終了させることができ、またクラスターの別の
メンバーにフェイルオーバーすることもできます。 停止オペレーション
が開始すると、クラスターの状況は一部停止 に変更されます。 すべて
のアプリケーション・サーバーが停止すると、クラスターの状況は停止
に変更されます。
5. 各ノードで、WebSphere Application Server アドミニストレーターの証明
情報を使用してログインします。
6. ノードで、stopNode コマンドを実行してノード・エージェントを停止し
ます。 正しいプロファイルを指定します。
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/Custom01/bin/stopNode.sh
-user wasadmin -password mypassword

Custom01 は、IBM InfoSphere Information Server クラスターのノードの
ホストである、WebSphere Application Server カスタム・プロファイルで
す。 wasadmin は、WebSphere Application Server アドミニストレーター
のユーザー名です。 password は、パスワードです。
7. クラスター・メンバーとノード・エージェントがすべて停止しているこ
とを確認します。 306 ページの『IBM WebSphere Application Server ク
ラスター・メンバーの状況の確認』と 307 ページの『IBM WebSphere
Application Server ノード・エージェントの状況の確認』を参照してくだ
さい。
8. デプロイメント・マネージャーを停止します。 『IBM WebSphere
Application Server デプロイメント・マネージャーの停止
(Linux、UNIX)』 を参照してください。

IBM WebSphere Application Server デプロイメント・マネージャ
ーの停止 (Linux、UNIX)
WebSphere Application Server クラスタリングが含まれている Linux または UNIX
インストール済み環境の WebSphere Application Server デプロイメント・マネージ
ャーを停止するには、以下の手順に従います。

手順
1. WebSphere Application Server アドミニストレーターの証明情報を使用して、デ
プロイメント・マネージャーのホストであるノードにログインします。
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2. ノードで、stopManager コマンドを実行してデプロイメント・マネージャー・プ
ロセスを停止します。
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/Dmgr01/bin/stopManager.sh -user wasadmin
-password password

このコマンドでは、Dmgr01 は WebSphere Application Server デプロイメント・
マネージャーのプロファイルです。 wasadmin は、WebSphere Application Server
アドミニストレーターのユーザー名です。 password は、パスワードです。
デプロイメント・マネージャー・プロセスがシャットダウンすると、コマンド・
ラインに制御が戻ります。
3. デプロイメント・マネージャーが停止していることを確認します。
プロセスが停止していることを検証するには、WebSphere Application Server
serverStatus.sh コマンドを実行します。詳しくは、serverStatus.sh のドキュ
メントを参照してください。
v WebSphere Application Server 8.5: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/
wasinfo/v8r5/index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.doc/ae/rxml_serverstatus.html

サービスの開始 (Windows)
Microsoft Windows インストール済み環境の IBM InfoSphere Information Server サ
ービスおよび IBM WebSphere Application Server サービスを開始するには、以下の
手順に従います。

始める前に
この手順を実行する前に、データベースが操作可能であることを確認してくださ
い。

このタスクについて
このタスクのパスは、WebSphere Application Server と InfoSphere Information
Server がデフォルトの場所にインストールされていると想定しています。 この製品
を別の場所にインストールした場合、パスとプロファイル名は異なります。

手順
1. WebSphere Application Serverを開始します。 294 ページの『IBM WebSphere
Application Server の開始 (Windows)』 を参照してください。
2. WebSphere Application Server が完全に開始したら、エンジン層の各ホスト・コ
ンピューターにログインします。
3. 各コンピューターで、ASB エージェント、DSRPC サービス、DataStage
AppWatcher サービス、IBM InfoSphere DataStage Telnet サービス、および
InfoSphere DataStage エンジン・リソース・サービスの各サービスを開始しま
す。 サービス管理ツールまたは sc コマンド・ライン・ツールを使用して、サ
ービスを開始することができます。
これらのサービスを、表に示す順に開始します。
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表 22. サービスを開始する必要のある順序
サービスのフルネーム

サービスのショート・ネーム

ASB エージェント

ASBAgent

DSRPC サービス

dsrpc

InfoSphere DataStage エンジン・リソース・
サービス

DSEngine

InfoSphere DataStage Telnet サービス

dstelnet

オプション:DataStage AppWatcher サービス
注: このサービスが構成されている場合の
み、開始する必要があります。 そうでない
場合、サービスの開始時にエラーが表示され
る可能性があります。

DSAppWatcher

IBM WebSphere Application Server の開始 (Windows)
Microsoft Windows インストール済み環境の IBM WebSphere Application Server サ
ービスを開始するには、以下の手順に従います。

手順
スタンドアロン構成かクラスター構成のいずれであるかによって、次のいずれかの
タスクを実行します。
WebSphere Application Server Liberty Profile インストール済み環境を開始するに
は、次のようにします。
1. サービス層のホスト・コンピューターに、ローカル管理者特権を持つユ
ーザーとしてログインします。
2. Windows コマンド・プロンプトで、net start InfoSvr と入力します。
3. アプリケーション・サーバーが開始していることを確認します。 303 ペ
ージの『IBM WebSphere Application Server 始動の状況の確認 (Liberty
Profile インストール済み環境)』を参照してください。
スタンドアロン WebSphere Application Server 構成を開始するには、次のように
します。
1. サービス層のホスト・コンピューターに、ローカル管理者特権を持つユ
ーザーとしてログインします。
2. Windows デスクトップで、「すべてのプログラム」 > 「IBM
WebSphere > Application Server」 > 「プロファイル」 >
「InfoSphere」 > 「サーバーの起動」をクリックします。 InfoSphere
は、InfoSphere Information Server がインストールされている場所のプロ
ファイル名です。
3. WebSphere Application Server の状況が、IBM InfoSphere Information
Server Web コンソール 内で開始済みであることを示している場合で
も、InfoSphere Information Server アプリケーションが完全に初期化され
るまで、InfoSphere Information Server がこのサーバーを使用できないこ
とがあります。 WebSphere Application Server が始動していることを検
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証するには、ログ・ファイルをモニターします。 302 ページの『IBM
WebSphere Application Server 始動の状況の確認 (スタンドアロン・イン
ストール)』 を参照してください。
クラスター WebSphere Application Server 構成を開始するには、次のようにしま
す。
1. デプロイメント・マネージャーを開始します。 『IBM WebSphere
Application Server デプロイメント・マネージャーの開始 (Windows)』
を参照してください。
2. 各ノードで、startNode コマンドを実行してノード・エージェントを開
始します。
C:¥IBM¥WebSphere¥AppServer¥profiles¥Custom01¥bin¥startNode

ここで、Custom01 は、IBM InfoSphere Information Server クラスターの
ノードのホストである、WebSphere Application Server カスタム・プロフ
ァイルです。
3. WebSphere Application Server 管理コンソールを開始します。
4. コンソール・ナビゲーション・ツリーで、「サーバー」 > 「クラスタ
ー」をクリックして、「サーバー・クラスター」ページにアクセスしま
す。
注: WebSphere Application Server バージョンによっては、「サーバー・
クラスター」ページにアクセスするには、「サーバー」 > 「クラスタ
ー」 > 「WebSphere Application Server クラスター」をクリックする
必要がある場合があります。
5. クラスターを選択します。
6. 「開始」をクリックします。このコマンドでは、アプリケーション・サ
ーバーを始動するための各サーバーのノード・エージェントを呼び出す
ことにより、クラスターの各メンバーのサーバー・プロセスを開始しま
す。 すべてのアプリケーション・サーバーが稼働すると、クラスターの
状況が「実行中」に変更されます。アプリケーション・サーバーのノー
ド・エージェントの呼び出しが失敗すると、アプリケーション・サーバ
ーは始動しません。
7. serverStatus コマンドから返された状況は「開始済み」を示している場
合でも、InfoSphere Information Server アプリケーションが完全に初期化
されるまで、InfoSphere Information Server がアプリケーション・サーバ
ーを使用できないことがあります。 WebSphere Application Server が始
動していることを検証するには、ログ・ファイルをモニターします。
305 ページの『IBM WebSphere Application Server 始動の状況の確認 (ク
ラスター・インストール)』 を参照してください。

IBM WebSphere Application Server デプロイメント・マネージャ
ーの開始 (Windows)
WebSphere Application Server クラスタリングが含まれている Microsoft Windows イ
ンストール済み環境の IBM WebSphere Application Server デプロイメント・マネー
ジャーを開始するには、以下の手順に従います。

第 15 章 サービスの管理

295

手順
1. デプロイメント・マネージャーのホストであるノードで、ローカル管理者特権を
持つユーザーとしてログインします。
2. デプロイメント・マネージャーのホストであるノードで、startManager コマン
ドを実行して Network Deployment マネージャー・プロセスを開始します。
C:¥IBM¥WebSphere¥AppServer¥profiles¥Dmgr01¥bin¥startManager

ここで、Dmgr01 は WebSphere Application Server デプロイメント・マネージャ
ーのプロファイルです。
デプロイメント・マネージャーが Windows サービスとして実行している場合、
startManager コマンドで、関連する Windows サービスとデプロイメント・マ
ネージャーが開始されます。

サービスの開始 (Linux、UNIX)
Linux または UNIX インストール済み環境の IBM InfoSphere Information Server サ
ービスおよび アプリケーション・サーバー・サービスを開始するには、以下の手順
に従います。

始める前に
この手順を実行する前に、データベースが作動可能なことを確認してください。
IS_install_path は、InfoSphere Information Server がインストールされている場所を
指します。デフォルトの場所は、/opt/IBM/InformationServer です。

手順
1. アプリケーション・サーバーを始動します。 297 ページの『IBM WebSphere
Application Server の開始 (Linux、UNIX)』 を参照してください。
2. 各コンピューターで、エンジン・サービスおよび ASB エージェントを開始しま
す。
a. アプリケーション・サーバーが完全に開始するまで待機します。
b. エンジン層の各ホスト・コンピューターにログインします。 次の証明情報を
使用します。
v 非 root 管理用の InfoSphere Information Server エージェントを構成してい
た場合は、選択したアドミニストレーター・ユーザー用の証明情報を使用
します。
v エージェントをこのように構成していない場合は、root としてログインし
ます。
c. InfoSphere DataStage 管理者 (デフォルトでは dsadm) として次のコマンドを
実行して、dsenv ファイルの内容を適用します。
su - dsadm
. IS_install_path/Server/DSEngine/dsenv

d. /.dshome ファイルに、現在のエンジンの場所が含まれていることを確認しま
す。 UNIX システムは、InfoSphere DataStage の複数インスタンスをサポー
トします。 bin/uv -admin -start コマンドは、/.dshome ファイルにある
InfoSphere DataStage のインスタンスを開始します。
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e. InfoSphere DataStage アドミニストレーター・ユーザーとして、次のコマンド
を実行して InfoSphere DataStage サービスを開始し、InfoSphere DataStage ア
ドミニストレーターの su セッションを終了します。
cd IS_install_path/Server/DSEngine
./bin/uv -admin -start
exit

f. 次のコマンドを実行して、ASB エージェントを開始します。
cd IS_install_path/ASBNode/bin
./NodeAgents.sh start

3. オプション: AppWatcher プロセスを開始します。 詳しくは、 AppWatcher プロ
セスの開始と停止を参照してください。

IBM WebSphere Application Server の開始 (Linux、UNIX)
Linux または UNIX インストール済み環境の IBM WebSphere Application Server サ
ービスを開始するには、以下の手順に従います。

始める前に
クラスター環境の場合
v

v

Linux

IBM InfoSphere Information Server をインストールする前に
WebSphere Application Server のファイル記述子リソースを構成していなかった場
合は、WebSphere Application Server が停止していることを確認し、 299 ページの
『IBM WebSphere Application Server 用のファイル記述子リソースの構成
(Linux)』 の説明に従って管理対象ノードを構成します。
AIX

IBM InfoSphere Information Server をインストールする前に
LDR_CNTRL 変数を設定解除していなかった場合は、WebSphere Application
Server が停止していることを確認し、 300 ページの『IBM WebSphere Application
Server 用のメモリー割り振りの構成 (AIX)』 の説明に従ってクラスター・コンピ
ューターを構成します。

スタンドアロン環境の場合、この設定は、MetadataServer スクリプトによって自動
的に構成されます。

手順
スタンドアロン構成かクラスター構成のいずれであるかによって、次のいずれかの
タスクを実行します。
WebSphere Application Server Liberty Profile または Network Deployment スタ
ンドアロン構成を開始するには、次のようにします。
1. サービス層のホスト・コンピューターにログインします。 次の証明情報
を使用します。
v 非 root 管理用の WebSphere Application Server を構成していた場合
は、WebSphere Application Server の管理のために構成されている非
root ユーザー用の証明情報を使用します。
v WebSphere Application Server をこのように構成していない場合は、
root としてログインします。
2. 次のコマンドを実行します。
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cd /opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin
./MetadataServer.sh run

注: run 引数を指定すると、すべての出力がコンソールにエコーされま
す。
あるいは、このスクリプトを別のスクリプトに組み込む場合は、
MetatdataServer.sh start コマンドを使用して、開始プロセスをバック
グラウンドで起動します。
cd /opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin
./MetadataServer.sh start

非 root 管理用の WebSphere Application Server を構成していた場合は、
スクリプトで次の行を使用できます。
/usr/bin/su - wasadmin -c "/opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin/
MetadataServer.sh start"

ここで、wasadmin は、WebSphere Application Server を管理するために
構成されている非 root ユーザーです。
3. WebSphere Application Server の状況が IBM InfoSphere Information
Server Web コンソール 内で開始済みであることを示している場合で
も、InfoSphere Information Server アプリケーションが完全に初期化され
るまで、InfoSphere Information Server がこのサーバーを使用できないこ
とがあります。 WebSphere Application Server が始動していることを検
証するには、ログ・ファイルをモニターします。 302 ページの『IBM
WebSphere Application Server 始動の状況の確認 (スタンドアロン・イン
ストール)』 を参照してください。
クラスター構成の WebSphere Application Server Network Deployment を開始する
には、次のようにします。
1. デプロイメント・マネージャーを開始します。 299 ページの『IBM
WebSphere Application Server デプロイメント・マネージャーの開始
(Linux、UNIX)』 を参照してください。
2. 各ノードにログインします。 デプロイメント・マネージャー・ノードへ
のログインに使用したのと同じ証明情報を使用します。
3. 各ノードで、startNode コマンドを実行してノード・エージェントを開
始します。
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/Custom01/bin/startNode.sh

ここで、Custom01 は、IBM InfoSphere Information Server クラスターの
ノードのホストである、WebSphere Application Server カスタム・プロフ
ァイルです。ノード・エージェントの開始が完了すると、コマンド・ラ
インに制御が戻ります。
4. WebSphere Application Server 管理コンソールにログインします。
5. コンソール・ナビゲーション・ツリーで、「サーバー」 > 「クラスタ
ー」をクリックします。 「サーバー・クラスター」ページが表示されま
す。
注: 使用する WebSphere Application Server バージョンによっては、
「サーバー・クラスター」ページにアクセスするには、「サーバー」 >
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「クラスター」 > 「WebSphere Application Server クラスター」をク
リックする必要がある場合があります。
6. クラスターを選択します。
7. 「開始」をクリックします。このコマンドで、クラスターの各メンバー
のサーバー・プロセスが開始されます。 このためには、各サーバーのノ
ード・エージェントを呼び出して、アプリケーション・サーバーを始動
します。 すべてのアプリケーション・サーバーが稼働すると、クラスタ
ーの状況が「実行中」に変更されます。 アプリケーション・サーバーの
ノード・エージェントの呼び出しが失敗すると、アプリケーション・サ
ーバーは始動しません。
8. serverStatus コマンドから返された状況は「開始済み」を示している場
合でも、InfoSphere Information Server アプリケーションが完全に初期化
されるまで、InfoSphere Information Server がアプリケーション・サーバ
ーを使用できないことがあります。 WebSphere Application Server が始
動していることを検証するには、ログ・ファイルをモニターします。
305 ページの『IBM WebSphere Application Server 始動の状況の確認 (ク
ラスター・インストール)』 を参照してください。

IBM WebSphere Application Server デプロイメント・マネージャ
ーの開始 (Linux、UNIX)
WebSphere Application Server クラスタリングが含まれている Linux または UNIX
インストール済み環境の IBM WebSphere Application Server デプロイメント・マネ
ージャーを開始するには、以下の手順に従います。

手順
1. デプロイメント・マネージャーのホストであるノードにログインします。 次の
証明情報を使用します。
v 非 root 管理用の WebSphere Application Server を構成していた場合は、
WebSphere Application Server の管理のために構成されている非 root ユーザー
用の証明情報を使用します。
v WebSphere Application Server をまだこのように構成していない場合は、root
としてログインします。
2. ノードで、startManager コマンドを実行して Network Deployment マネージャ
ー・プロセスを開始します。
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/Dmgr01/bin/startManager.sh

ここで、Dmgr01 は WebSphere Application Server デプロイメント・マネージャ
ーのプロファイルです。

IBM WebSphere Application Server 用のファイル記述子リソース
の構成 (Linux)
Linux では、ファイル記述子の許容最大数のデフォルトの設定では、WebSphere
Application Server の実行に十分でありません。 WebSphere Application Server が正
しく実行できるように、ファイル記述子リソースを構成する必要があります。
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このタスクについて
インストール済み環境に WebSphere Application Server のスタンドアロン・インス
タンスが含まれている場合は、WebSphere Application Server がインストールされて
いるコンピューターでファイル記述子リソースを構成します。 クラスター環境の場
合は、WebSphere Application Server がインストールされている各コンピューター
(デプロイメント・マネージャーおよび管理対象ノード) でファイル記述子リソース
を構成する必要があります。 リソースは、使用する環境に適切な場合は、永続的に
構成することができます。

手順
1. すべての WebSphere Application Server プロセスが停止していることを確認しま
す。 291 ページの『IBM WebSphere Application Server の停止
(Linux、UNIX)』 を参照してください。
2. 多数のファイル記述子をサポートするようにコンピューターを構成します。 こ
のプロセスについて不明なことがある場合は、システム管理者に問い合わせてく
ださい。
以下の例は、ログイン・シェルが /bin/bash の場合に、ファイル記述子の数を
10240 に設定する方法を示します。 WebSphere Application Server には、適切に
実行するには、10000 を超える値が必要です。
v 設定値をシステム全体に適用するには、次の行を /etc/profile ファイルに追
加します。
ulimit -n 10240

v すべてのユーザーのソフトおよびハード・リミットを設定するには、次の行を
/etc/security/limits.conf ファイルに追加します。
* soft nofile 10240
* hard nofile 10240

この値を永続的に構成しない場合は、例に示すように、代わりに ulimit -n コ
マンドを WebSphere Application Server プロセスを開始する直前に実行できま
す。このコマンドを実行する前に、すべての WebSphere Application Server プロ
セスが停止している必要があります。
3. すべての WebSphere Application Server プロセスを開始します。 297 ページの
『IBM WebSphere Application Server の開始 (Linux、UNIX)』 を参照してくだ
さい。
4. クラスター環境の場合は、WebSphere Application Server がインストールされて
いるすべてのシステムで、この手順を繰り返します。

IBM WebSphere Application Server 用のメモリー割り振りの構成
(AIX)
AIX では、LDR_CNTRL 環境変数で、プログラムで使用可能なメモリー・スペースと
各セグメントで使用されるページ・サイズを AIX が処理する方法を制御します。
十分なメモリーを WebSphere Application Server に割り振るには、WebSphere
Application Server が正しく実行できるようにこの環境変数を設定解除する必要があ
ります。
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このタスクについて
インストール済み環境に WebSphere Application Server のスタンドアロン・インス
タンスが含まれている場合は、WebSphere Application Server がインストールされて
いるコンピューター上の LDR_CNTRL 環境変数を設定解除します。 クラスター環境
の場合は、WebSphere Application Server がインストールされている各コンピュータ
ー上 (デプロイメント・マネージャーおよび管理対象ノード) の LDR_CNTRL 環境変
数を設定解除する必要があります。 変更は、使用する環境に適切な場合は、永続的
に構成することができます。

手順
LDR_CNTRL 環境変数を設定解除するには、次のようにします。
1. すべての WebSphere Application Server プロセスが停止していることを確認しま
す。 291 ページの『IBM WebSphere Application Server の停止
(Linux、UNIX)』 を参照してください。
2. LDR_CNTRL 環境変数を構成します。 このプロセスについて不明なことがある場
合は、システム管理者に問い合わせてください。
次の例は、ログイン・シェルが /bin/bash の場合の LDR_CNTRL 環境変数の設定解
除方法を示しています。
v システム上のすべてのユーザーに設定を適用するには、次の行を
/etc/profile ファイルに追加します。
unset LDR_CNTRL

v 特定のユーザーに設定を適用するには、この行をユーザーの ~/.profile ファ
イルに追加します。 構成するユーザーは通常は、非 root 管理用の
WebSphere Application Server を再構成していない限り、root です。
環境変数を永続的に構成しない場合は、例に示すように、unset LDR_CNTRL コマ
ンドを WebSphere Application Server プロセスを開始する直前に実行します。こ
のコマンドを実行する前に、すべての WebSphere Application Server プロセスが
停止している必要があります。
3. WebSphere Application Server プロセスを開始します。 297 ページの『IBM
WebSphere Application Server の開始 (Linux、UNIX)』 を参照してください。
4. クラスター環境の場合は、WebSphere Application Server がインストールされて
いるすべてのコンピューターで、この手順を繰り返します。

アプリケーション・サーバー・プロセスの状況の確認
WebSphere Application Server Liberty Profile または Network Deployment スタンド
アロン・インストールの状況、またはクラスター化された Network Deployment の
クラスター・メンバー、ノード・エージェント、およびデプロイメント・マネージ
ャーの状況を確認するには、以下の手順に従います。
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IBM WebSphere Application Server 始動の状況の確認 (スタン
ドアロン・インストール)
WebSphere Application Server を再始動した場合は常に、その後のアクションを開始
する前に、アプリケーション・サーバーが完全に始動していることを確認してくだ
さい。 この手順は、WebSphere Application Server のスタンドアロン・インストー
ルに当てはまります。

このタスクについて
アプリケーション・サーバーの状況が「開始済み」と示されている場合でも、
InfoSphere Information Server アプリケーションがまだ完全に初期化していないた
め、IBM InfoSphere Information Server がこのアプリケーション・サーバーをまだ使
用できないことがあります。 InfoSphere Information Server アプリケーションは通
常は、アプリケーション・サーバーの状況が最初に「開始済み」に変更されてから
2 分から 4 分以内に初期化を完了します。
startServer または MetadataServer.sh run を実行して WebSphere Application
Server を始動した場合、WebSphere Application Server がすべてのアプリケーション
を開始を完了して、InfoSphere Information Server がアプリケーションの初期化を完
了する前に制御が戻ります。 この時点で serverStatus を実行すると、「開始済
み」の状況が表示されます。 しかし、初期化はまだ完了していません。
MetadataServer.sh start を実行して WebSphere Application Server を始動した場
合は、WebSphere Application Server がアプリケーションを開始する直前に制御が戻
ります。 少し後に serverStatus を実行すると、「開始中」の状況が表示されま
す。 数分後に serverStatus を実行すると、「開始済み」の状況が表示されます。
この状況は、WebSphere Application Server がすべてのアプリケーションの開始を完
了したことを示します。 ただし、InfoSphere Information Server がアプリケーショ
ンの初期化を完了したことは示していません。

手順
次の手順に従って、InfoSphere Information Server アプリケーションが初期化を完了
したかどうかを判別します。
1. サービス層コンピューターにログインします。
2. SystemOut.log ファイルを見つけます。 このファイルは、次のディレクトリー
にあります。
WAS_install_path/profiles/profile/logs/serverx
ディレクトリー・パスでは、
v WAS_install_path は、WebSphere Application Server がインストールされている
場所です。 デフォルトのインストール・パスは、次のとおりです。
–

UNIX

–

Windows

Linux

/opt/IBM/WebSphere/AppServer

C:¥IBM¥WebSphere¥AppServer

v profile は、InfoSphere Information Server が稼働しているプロファイル名で
す。 デフォルトのプロファイル名は InfoSphere です。
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v serverx は、アプリケーション・サーバー・インスタンスの名前です。 デフォ
ルトのサーバー名は server1 です。
3. SystemOut.log ファイル内のアプリケーション・サーバーが始動した時間フレー
ムで、次の行を探します。 次の行は、InfoSphere Information Server が完全に初
期化されて、オペレーションの準備完了であることを示します。
Initialization: EJB Initializations complete

SystemOut.log ファイルには、複数のアプリケーション・サーバーの再始動にま
たがるログ・エントリーが含まれていることがあります。このため、このファイ
ルには「EJB 初期化が完了しました」という行が複数含まれている場合がありま
す。 このメッセージが目的のアプリケーション・サーバーの始動に関連してい
るかどうかを判別するには、ログ・エントリーのタイム・スタンプを使用しま
す。

IBM WebSphere Application Server Network Deployment の
状況の確認 (スタンドアロン・インストール)
WebSphere Application Server スタンドアロン・インストールの場合は、
serverStatus コマンドを使用してアプリケーション・サーバー始動の状況を確認し
ます。

手順
serverStatus コマンドの詳細については、WebSphere Application Server のドキュ
メントを参照してください。
v バージョン 8.5: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r5/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.doc/ae/rxml_serverstatus.html

次のタスク
アプリケーション・サーバーが始動している場合は、serverStatus コマンドによっ
て返された状況ではアプリケーション・サーバーが「開始済み」であることを示し
ている場合でも、すべての InfoSphere Information Server アプリケーションが初期
化を完了するまで、IBM InfoSphere Information Server で使用できる準備はできてい
ません。 詳しくは、 302 ページの『IBM WebSphere Application Server 始動の状況
の確認 (スタンドアロン・インストール)』を参照してください。

IBM WebSphere Application Server 始動の状況の確認 (Liberty
Profile インストール済み環境)
WebSphere Application Server Liberty Profile を再始動した場合は常に、その後のア
クションを開始する前に、アプリケーション・サーバーが完全に始動していること
を確認してください。 この手順は、WebSphere Application Server Liberty Profile イ
ンストール済み環境に対応しています。

このタスクについて
アプリケーション・サーバーの状況が「開始済み」と示されている場合でも、
InfoSphere Information Server アプリケーションがまだ完全に初期化していないた
め、IBM InfoSphere Information Server がこのアプリケーション・サーバーをまだ使
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用できないことがあります。 InfoSphere Information Server アプリケーションは通
常は、アプリケーション・サーバーの状況が最初に「開始済み」に変更されてから
2 分から 4 分以内に初期化を完了します。
server start または MetadataServer.sh run を実行して WebSphere Application
Server を始動した場合、WebSphere Application Server がすべてのアプリケーション
を開始を完了して、InfoSphere Information Server がアプリケーションの初期化を完
了する前に制御が戻ります。 この時点で server status を実行すると、「開始済
み」の状況が表示されます。 しかし、初期化はまだ完了していません。
MetadataServer.sh start を実行して WebSphere Application Server を始動した場
合は、WebSphere Application Server がアプリケーションを開始する直前に制御が戻
ります。 少し後に server status を実行すると、「開始中」の状況が表示されま
す。 数分後に server status を実行すると、「開始済み」の状況が表示されま
す。 この状況は、WebSphere Application Server がすべてのアプリケーションの開
始を完了したことを示します。 ただし、InfoSphere Information Server がアプリケ
ーションの初期化を完了したことは示していません。

手順
次の手順に従って、InfoSphere Information Server アプリケーションが初期化を完了
したかどうかを判別します。
1. サービス層コンピューターにログインします。
2. messages.log ファイルを見つけます。 このファイルは、次のディレクトリーに
あります。
IS_install_path/wlp/usr/servers/iis/logs/
3. messages.log ファイル内のアプリケーション・サーバーが始動した時間フレー
ムで、次の行を探します。 次の行は、InfoSphere Information Server が完全に初
期化されて、オペレーションの準備完了であることを示します。
Initialization: EJB Initializations complete

messages.log ファイルには、複数のアプリケーション・サーバーの再始動にま
たがるログ・エントリーが含まれていることがあります。このため、このファイ
ルには「EJB 初期化が完了しました」という行が複数含まれている場合がありま
す。 このメッセージが目的のアプリケーション・サーバーの始動に関連してい
るかどうかを判別するには、ログ・エントリーのタイム・スタンプを使用しま
す。

IBM WebSphere Application Server の状況の確認 (Liberty
Profile インストール済み環境)
WebSphere Application Server Liberty Profile インストールの場合は、server コマン
ドを使用してアプリケーション・サーバー始動の状況を確認します。

手順
status オプションを指定して server コマンドを実行します。
cd IS_install_path/wlp/bin
./server status
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server コマンドの詳細については、WebSphere Application Server のドキュメント
を参照してください。
v バージョン 8.5: http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSAW57_8.5.5/
com.ibm.websphere.wlp.nd.multiplatform.doc/ae/twlp_admin_script.html

IBM WebSphere Application Server 始動の状況の確認 (クラス
ター・インストール)
クラスター・メンバーを開始した場合は常に、その後のアクションを行う前に、そ
のクラスター・メンバーに関連したアプリケーション・サーバーが完全に始動して
いることを確認してください。 この手順は、WebSphere Application Server のクラ
スター・インストールに当てはまります。

このタスクについて
クラスター・メンバーの状況が、IBM InfoSphere Information Server Web コンソー
ル 内で「開始済み」であることを示している場合、または serverStatus コマンド
で返された状況ではアプリケーション・サーバーが「開始済み」であることを示し
ている場合でも、InfoSphere Information Server アプリケーションが完全に初期化さ
れるまで、InfoSphere Information Server がこのクラスター・メンバーを使用できな
いことがあります。 InfoSphere Information Server アプリケーションは通常は、ア
プリケーション・サーバーの状況が最初に「開始済み」に変更されてから 2 分から
4 分以内に初期化を完了します。

手順
次の手順に従って、InfoSphere Information Server アプリケーションが初期化を完了
したかどうかを判別します。
1. クラスター・メンバーの各ホスト・コンピューターにログインします。
2. このコンピューターで、SystemOut.log ファイルを見つけます。 このファイル
は、次のディレクトリーにあります。
WAS_install_path/profiles/profile/logs/serverx
ディレクトリー・パスでは、
v WAS_install_path は、WebSphere Application Server がインストールされている
場所です。 デフォルトのインストール・パスは、次のとおりです。
–

UNIX

–

Windows

Linux

/opt/IBM/WebSphere/AppServer

C:¥IBM¥WebSphere¥AppServer

v profile は、InfoSphere Information Server が稼働している管理対象ノードのプ
ロファイル名です。 デフォルトのプロファイル名は Custom01 です。
v serverx は、アプリケーション・サーバー・インスタンスの名前です。 デフォ
ルト値は serverx です。ここで、x はいずれかのアプリケーション・サーバ
ー・インスタンスの番号です。
3. 各サーバー・インスタンスの SystemOut.log ファイルを確認します。

第 15 章 サービスの管理

305

a. SystemOut.log ファイル内のアプリケーション・サーバーが始動した時間フ
レームで、次の行を探します。 次の行は、InfoSphere Information Server が完
全に初期化されて、オペレーションの準備完了であることを示します。
Initialization: EJB Initializations complete

SystemOut.log ファイルには、複数のアプリケーション・サーバーの再始動
にまたがるログ・エントリーが含まれていることがあります。このため、こ
のファイルには「EJB 初期化が完了しました」という行が複数含まれている
場合があります。 このメッセージが目的のアプリケーション・サーバーの始
動に関連しているかどうかを判別するには、ログ・エントリーのタイム・ス
タンプを使用します。
4. クラスター・メンバーの各ホスト・コンピューターでこの手順を繰り返します。

次のタスク
InfoSphere Information Server は、あるクラスター・メンバーが完全に初期化される
と即時に、使用できます。 ただし、パフォーマンスを最適にするために、クラスタ
ーのすべてのメンバーが完全に初期化されるまで待機します。 クラスターのすべて
のメンバーが完全に初期化されるようにすると、フェイルオーバーの際に引き継ぐ
ことができるメンバー数を最大にすることができます。

IBM WebSphere Application Server クラスター・メンバーの状
況の確認
WebSphere Application Server クラスター・インストールの場合は、WebSphere
Application Server 管理コンソール使用してクラスター・メンバーの状況を確認しま
す。

手順
1. WebSphere Application Server 管理コンソールにログインします。
2. コンソールでクラスター・リストにアクセスします。 「ナビゲーション」ペイ
ンで、「サーバー」を展開し、「クラスター」を展開して「WebSphere
Application Server クラスター」をクリックします。
3. ワークスペースで、クラスター名をクリックします。 クラスター・ページが表
示されます。
4. 「クラスター・メンバー」をクリックします。 「クラスター・メンバー」ペー
ジが表示されます。各クラスター・メンバーがページにリストされます。 「状
況」列に、各クラスター・メンバーの状況が示されます。

次のタスク
アプリケーション・サーバーが始動している場合は、WebSphere Application Server
管理コンソールにクラスター・メンバーの状況が「開始済み」を示している場合、
または serverStatus コマンドによって返された状況ではアプリケーション・サー
バーが「開始済み」であることを示している場合でも、すべての InfoSphere
Information Server アプリケーションが初期化を完了するまで、IBM InfoSphere
Information Server で使用できる準備はできていません。 InfoSphere Information
Server アプリケーションが初期化を完了したことの確認方法の詳細については、
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IBM WebSphere Application Server 始動の状況の確認 (クラスター・インストール)
を参照してください。

IBM WebSphere Application Server ノード・エージェントの状
況の確認
WebSphere Application Server クラスター・インストールの場合は、WebSphere
Application Server 管理コンソール使用してノード・エージェントの状況を確認しま
す。

手順
1. WebSphere Application Server 管理コンソールにログインします。
2. 「ナビゲーション」ペインで、「システム管理」を展開して「ノード・エージェ
ント」をクリックします。 「ノード・エージェント」ページが表示されます。
各ノード・エージェントがページにリストされます。「状況」列に、各ノード・
エージェントの状況が示されます。

IBM WebSphere Application Server デプロイメント・マネージ
ャーの状況の確認
WebSphere Application Server クラスター・インストールの場合は、serverStatus
コマンドを使用してデプロイメント・マネージャーの状況を確認します。

手順
serverStatus コマンドを実行します。 このコマンドは、デプロイメント・マネージ
ャーが実行するコンピューターの次のディレクトリーに存在します。
WAS_install_path/profiles/profile/bin
ディレクトリー・パスでは、
v WAS_install_path は、WebSphere Application Server がインストールされている場
所です。 デフォルトのインストール・パスは、次のとおりです。
–

UNIX

–

Windows

Linux

/opt/IBM/WebSphere/AppServer

C:¥IBM¥WebSphere¥AppServer

v profile は、デプロイメント・マネージャーのプロファイル名です。
serverStatus コマンドの詳細については、WebSphere Application Server のドキュ
メントを参照してください。
v バージョン 8.5: publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r5/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.doc/ae/rxml_serverstatus.html
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付録 A. 製品のアクセシビリティー
IBM 製品のアクセシビリティー対応状況についての情報を入手できます。
IBM InfoSphere Information Server 製品のモジュールおよびユーザー・インターフェ
ースは完全にはアクセシビリティー対応がなされていません。
IBM 製品のアクセシビリティー対応状況の詳細は、http://www.ibm.com/able/
product_accessibility/index.html の IBM 製品のアクセシビリティー情報をご覧くださ
い。

アクセシビリティー対応資料
インフォメーション・センターには、InfoSphere Information Server 製品のアクセシ
ビリティー対応資料が用意されています。 インフォメーション・センターでは、ほ
とんどの Web ブラウザーで表示可能な XHTML 1.0 形式で資料を提供していま
す。インフォメーション・センターでは XHTML を使用しているため、使用してい
るブラウザーに設定されている表示形式で資料を表示できます。さらに、スクリー
ン・リーダーやその他の支援技術を使用して、資料にアクセスすることもできま
す。
インフォメーション・センターにある資料は、PDF ファイルでも提供されますが、
こちらは完全にはアクセシビリティー対応がなされていません。

IBM のアクセシビリティーに対する取り組み
アクセシビリティーに関する IBM のコミットメントの詳細については、 IBM
Human Ability and Accessibility Center を参照してください。
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付録 B. コマンド・ライン構文の読み方
この資料では、特殊文字を使用してコマンド・ライン構文を定義しています。
次の特殊文字によってコマンド・ライン構文が定義されます。
[ ]

オプションの引数を識別します。 大括弧で囲まれていない引数は必須で
す。

...

前の引数に複数の値を指定できることを示します。

|

同時には使用できない情報であることを示します。 区切り文字の左側の引
数か、右側の引数のどちらか一方を使用できます。単一のコマンド使用で、
両方の引数を使用することはできません。

{ }

同時には使用できない一連の引数を囲みます。この内の 1 つは必須です。
引数がオプションの場合、引数は大括弧 ([ ]) で囲まれます。

注:
v 引数の最大文字数は 256 です。
v 埋め込みのスペースがある引数値は、単一引用符または二重引用符で囲みます。
例:
wsetsrc[-S server] [-l label] [-n name] source
source 引数は、wsetsrc コマンドで唯一必須の引数です。 他の引数は大括弧で囲ま
れています。これは、これらの引数がオプションであることを示します。
wlsac [-l | -f format] [key... ] profile
この例で、-l および -f format 引数は、同時には使用できないもので、オプション
でもあります。 profile 引数は必須です。 key 引数はオプションです。 key 引数の
あとの省略符号 (...) は、複数の key 名を指定できることを示します。
wrb -import {rule_pack | rule_set}...
この例で、rule_pack および rule_set 引数は同時には使用できませんが、どちらか 1
つの引数は指定する必要があります。また、省略符号 (...) は、複数の rule_pack ま
たは rule_set を指定できることを示します。
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付録 C. IBM の窓口
お客様サポート、ソフトウェア・サービス、製品情報、および全般情報について、
IBM と連絡を取ることができます。 また、製品についてのフィードバックを行う
ことができます。
次の表に、お客様サポート、ソフトウェア・サービス、研修、製品およびソリュー
ション情報に関するリソースをリストしています。
表 23. IBM リソース
リソース

説明と場所

IBM サポート・ポータル

サポート情報は、www.ibm.com/support/entry/
portal/Software/Information_Management/
InfoSphere_Information_Server で、製品と関心
のあるトピックを選択してカスタマイズでき
ます。

ソフトウェア・サービス

ソフトウェア、IT、およびビジネス・コンサ
ルティング・サービスについての情報は、
「ソリューション」サイト
www.ibm.com/businesssolutions/jp/ja にアクセ
スしてください。

My IBM

www.ibm.com/account/jp/ja/ の「My IBM」サ
イトでアカウントを作成し、特定のテクニカ
ル・サポートのニーズに合うように、IBM
Web サイトおよび情報へのリンクを管理でき
ます。

研修と認定

個人、法人、および公共団体向けに、IT 技
術の習得、維持、最適化を目的としてデザイ
ンされた技術研修およびサービスについて
は、http://www.ibm.com/training にアクセスし
てください。

IBM 担当員

ソリューションについて IBM 担当員と連絡
を取るには、www.ibm.com/connect/ibm/us/en/
にアクセスしてください。
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付録 D. 製品資料へのアクセス
資料は、オンラインの IBM Knowledge Center、オプションでローカルにインストー
ルしたインフォメーション・センター、PDF のブックといったさまざまな形式で提
供されます。製品クライアント・インターフェースから、オンラインまたはローカ
ルにインストールしたヘルプに直接アクセスすることができます。
IBM Knowledge Center は、InfoSphere Information Server の最新情報を探すのに最
適な場所です。 IBM Knowledge Center には、スイートのすべての製品モジュール
の全資料のほか、ほとんどの製品インターフェースのヘルプも含まれています。
IBM Knowledge Center は、インストール済み製品から開くことも、Web ブラウザ
ーから開くこともできます。

IBM Knowledge Center へのアクセス
オンライン資料にアクセスするには、さまざまな方法があります。
v クライアント・インターフェースで、画面右上の「ヘルプ」リンクをクリックし
ます。
v F1 キーを押します。 F1 キーを押すと、通常、クライアント・インターフェース
の現行コンテキストを説明するトピックが開きます。
注: F1 キーは、Web クライアントでは機能しません。
v 製品にログインしていないときなどに、Web ブラウザーにアドレスを入力しま
す。
すべてのバージョンの InfoSphere Information Server の資料にアクセスするに
は、以下のアドレスを入力します。
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ/

特定のトピックにアクセスするには、製品 ID とバージョン番号、資料プラグイ
ン名、および URL 内のトピック・パスを指定します。例えば、バージョン 11.3
用のこのトピックの URL は以下のとおりです。 (記号「⇒」は、行の継続を表
します)
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/⇒
com.ibm.swg.im.iis.common.doc/common/accessingiidoc.html

ヒント:
Knowledge Center には、以下の短縮 URL もあります。
http://ibm.biz/knowctr

特定の製品ページ、バージョン、またはトピックの短縮 URL を指定するには、
短縮 URL と製品 ID の間にハッシュ文字 (#) を使用します。例えば、すべての
InfoSphere Information Server 資料の短縮 URL は、以下のとおりです。
http://ibm.biz/knowctr#SSZJPZ/
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また、前述のトピックの URL を少し短くした短縮 URL は、以下のとおりで
す。(記号「⇒」は、行の継続を表します)
http://ibm.biz/knowctr#SSZJPZ_11.3.0/com.ibm.swg.im.iis.common.doc/⇒
common/accessingiidoc.html

ローカルにインストールした資料を参照するヘルプ・リンクの変更
IBM Knowledge Center には、最新版の資料が含まれています。一方、インフォメー
ション・センターとしてローカル版の資料をインストールして、それを指すように
ヘルプ・リンクを構成することも可能です。ローカルのインフォメーション・セン
ターは、お客様の企業でインターネットへのアクセスが提供されていない場合に便
利です。
インフォメーション・センターのインストール・パッケージに付属するインストー
ル手順を使用して、任意のコンピューターにそれをインストールします。インフォ
メーション・センターをインストールして開始した後、サービス層のコンピュータ
ーで iisAdmin コマンドを使用して、製品の F1 とヘルプ・リンクで参照する資料
の場所を変更できます。 (記号「⇒」は、行の継続を表します)
Windows
IS_install_path¥ASBServer¥bin¥iisAdmin.bat -set -key ⇒
com.ibm.iis.infocenter.url -value http://<host>:<port>/help/topic/

AIX Linux
IS_install_path/ASBServer/bin/iisAdmin.sh -set -key ⇒
com.ibm.iis.infocenter.url -value http://<host>:<port>/help/topic/

ここで、 <host> はインフォメーション・センターがインストールされたコンピュ
ーターの名前、 <port> はインフォメーション・センターのポート番号です。デフ
ォルトのポート番号は 8888 です。例えば、デフォルト・ポートを使用するコンピ
ューター server1.example.com 上の URL 値は、http://
server1.example.com:8888/help/topic/ になります。

PDF およびハードコピー資料の入手
v PDF ファイルのブックはオンラインで利用可能で、サポートの文書
https://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27008803&wv=1 からアクセスで
きます。
v IBM 資料は、オンラインでダウンロード、または IBM 担当員を通じてご注文い
ただけます。 資料をオンラインでダウンロードするには http://www.ibm.com/ebusiness/linkweb/publications/servlet/pbi.wss の IBM Publications Center にアクセス
してください。
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特記事項および商標
本書は米国 IBM が提供する製品およびサービスについて作成したものです。この
資料は、IBM から他の言語でも提供されている可能性があります。ただし、ご利用
にはその言語版の製品もしくは製品のコピーを所有していることが必要な場合があ
ります。

特記事項
本書に記載の製品、サービス、または機能が日本においては提供されていない場合
があります。日本で利用可能な製品、サービス、および機能については、日本 IBM
の営業担当員にお尋ねください。本書で IBM 製品、プログラム、またはサービス
に言及していても、その IBM 製品、プログラム、またはサービスのみが使用可能
であることを意味するものではありません。これらに代えて、IBM の知的所有権を
侵害することのない、機能的に同等の製品、プログラム、またはサービスを使用す
ることができます。ただし、IBM 以外の製品とプログラムの操作またはサービスの
評価および検証は、お客様の責任で行っていただきます。
IBM は、本書に記載されている内容に関して特許権 (特許出願中のものを含む) を
保有している場合があります。本書の提供は、お客様にこれらの特許権について実
施権を許諾することを意味するものではありません。実施権についてのお問い合わ
せは、書面にて下記宛先にお送りください。
〒103-8510
東京都中央区日本橋箱崎町19番21号
日本アイ・ビー・エム株式会社
法務・知的財産
知的財産権ライセンス渉外
以下の保証は、国または地域の法律に沿わない場合は、適用されません。 IBM お
よびその直接または間接の子会社は、本書を特定物として現存するままの状態で提
供し、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むす
べての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。国または地域によっ
ては、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられる場合、強行規定の制限
を受けるものとします。
この情報には、技術的に不適切な記述や誤植を含む場合があります。本書は定期的
に見直され、必要な変更は本書の次版に組み込まれます。 IBM は予告なしに、随
時、この文書に記載されている製品またはプログラムに対して、改良または変更を
行うことがあります。
本書において IBM 以外の Web サイトに言及している場合がありますが、便宜のた
め記載しただけであり、決してそれらの Web サイトを推奨するものではありませ
ん。それらの Web サイトにある資料は、この IBM 製品の資料の一部ではありませ
ん。それらの Web サイトは、お客様の責任でご使用ください。
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IBM は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなんら義務も負うこと
のない、自ら適切と信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとしま
す。
本プログラムのライセンス保持者で、(i) 独自に作成したプログラムとその他のプロ
グラム (本プログラムを含む) との間での情報交換、および (ii) 交換された情報の
相互利用を可能にすることを目的として、本プログラムに関する情報を必要とする
方は、下記に連絡してください。
IBM Corporation
J46A/G4
555 Bailey Avenue
San Jose, CA 95141-1003 U.S.A.
本プログラムに関する上記の情報は、適切な使用条件の下で使用することができま
すが、有償の場合もあります。
本書で説明されているライセンス・プログラムまたはその他のライセンス資料は、
IBM 所定のプログラム契約の契約条項、IBM プログラムのご使用条件、またはそれ
と同等の条項に基づいて、IBM より提供されます。
この文書に含まれるいかなるパフォーマンス・データも、管理環境下で決定された
ものです。そのため、他の操作環境で得られた結果は、異なる可能性があります。
一部の測定が、開発レベルのシステムで行われた可能性がありますが、その測定値
が、一般に利用可能なシステムのものと同じである保証はありません。さらに、一
部の測定値が、推定値である可能性があります。実際の結果は、異なる可能性があ
ります。お客様は、お客様の特定の環境に適したデータを確かめる必要がありま
す。
IBM 以外の製品に関する情報は、その製品の供給者、出版物、もしくはその他の公
に利用可能なソースから入手したものです。 IBM は、それらの製品のテストは行
っておりません。したがって、他社製品に関する実行性、互換性、またはその他の
要求については確証できません。 IBM 以外の製品の性能に関する質問は、それら
の製品の供給者にお願いします。
IBM の将来の方向または意向に関する記述については、予告なしに変更または撤回
される場合があり、単に目標を示しているものです。
本書はプランニング目的としてのみ記述されています。記述内容は製品が使用可能
になる前に変更になる場合があります。
本書には、日常の業務処理で用いられるデータや報告書の例が含まれています。よ
り具体性を与えるために、それらの例には、個人、企業、ブランド、あるいは製品
などの名前が含まれている場合があります。これらの名称はすべて架空のものであ
り、名称や住所が類似する企業が実在しているとしても、それは偶然にすぎませ
ん。
著作権使用許諾:
本書には、さまざまなオペレーティング・プラットフォームでのプログラミング手
法を例示するサンプル・アプリケーション・プログラムがソース言語で掲載されて
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います。 お客様は、サンプル・プログラムが書かれているオペレーティング・プラ
ットフォームのアプリケーション・プログラミング・インターフェースに準拠した
アプリケーション・プログラムの開発、使用、販売、配布を目的として、いかなる
形式においても、IBM に対価を支払うことなくこれを複製し、改変し、配布するこ
とができます。このサンプル・プログラムは、あらゆる条件下における完全なテス
トを経ていません。従って IBM は、これらのサンプル・プログラムについて信頼
性、利便性もしくは機能性があることをほのめかしたり、保証することはできませ
ん。これらのサンプル・プログラムは特定物として現存するままの状態で提供され
るものであり、いかなる保証も提供されません。IBM は、お客様の当該サンプル・
プログラムの使用から生ずるいかなる損害に対しても一切の責任を負いません。
それぞれの複製物、サンプル・プログラムのいかなる部分、またはすべての派生的
創作物にも、次のように、著作権表示を入れていただく必要があります。
© (お客様の会社名) (西暦年). このコードの一部は、IBM Corp. のサンプル・プロ
グラムから取られています。© Copyright IBM Corp. _年を入れる_. All rights
reserved.
この情報をソフトコピーでご覧になっている場合は、写真やカラーの図表は表示さ
れない場合があります。

プライバシー・ポリシーに関する考慮事項
サービス・ソリューションとしてのソフトウェアも含めた IBM ソフトウェア製品
(「ソフトウェア・オファリング」) では、製品の使用に関する情報の収集、エン
ド・ユーザーの使用感の向上、エンド・ユーザーとの対話またはその他の目的のた
めに、Cookie はじめさまざまなテクノロジーを使用することがあります。多くの場
合、ソフトウェア・オファリングにより個人情報が収集されることはありません。
IBM の「ソフトウェア・オファリング」の一部には、個人情報を収集できる機能を
持つものがあります。ご使用の「ソフトウェア・オファリング」が、これらの
Cookie およびそれに類するテクノロジーを通じてお客様による個人情報の収集を可
能にする場合、以下の具体的事項を確認ください。
このソフトウェア・オファリングは、展開される構成に応じて、セッションごとの
Cookie または永続的な Cookie を使用する場合があります。製品またはコンポーネ
ントがリストされていない場合、その製品またはコンポーネントは Cookie を使用
しません。
表 24. InfoSphere Information Server 製品およびコンポーネントによる Cookie の使用
製品モジュール

コンポーネントま 使用される
たは機能
Cookie の種類

InfoSphere
すべて
Information Server
(InfoSphere
Information Server Web コンソール
インストール済み
環境の部分)

v セッション
v 永続

収集するデータ

データの目的

Cookie の無効化

ユーザー名

v セッション管理 無効にできない
v 認証
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表 24. InfoSphere Information Server 製品およびコンポーネントによる Cookie の使用 (続き)
製品モジュール

コンポーネントま 使用される
たは機能
Cookie の種類

InfoSphere
すべて
Metadata Asset
(InfoSphere
Information Server Manager
インストール済み
環境の部分)

v セッション

収集するデータ

データの目的

個人情報でない

v セッション管理 無効にできない

v 永続

Cookie の無効化

v 認証
v 拡張されたユー
ザーのユーザビ
リティー
v シングル・サイ
ンオン構成

InfoSphere
DataStage

Big Data File ス
テージ

v セッション

v ユーザー名

v セッション管理 無効にできない

v 永続

v デジタル署名

v 認証

v セッション ID

v シングル・サイ
ンオン構成

内部 ID

v セッション管理 無効にできない

InfoSphere
DataStage

XML ステージ

セッション

InfoSphere
DataStage

セッション
IBM InfoSphere
DataStage and
QualityStage
Operations Console

個人情報でない

InfoSphere Data
Click

InfoSphere
Information Server
Web コンソール

ユーザー名

v 認証

v セッション

v 認証

v 永続
セッション

InfoSphere Data
Quality Console

v セッション管理 無効にできない

v セッション管理 無効にできない
v 認証

個人情報でない

v セッション管理 無効にできない
v 認証
v シングル・サイ
ンオン構成

InfoSphere
QualityStage
Standardization
Rules Designer
InfoSphere
Information
Governance
Catalog
InfoSphere
Information
Analyzer

InfoSphere
Information Server
Web コンソール

v セッション

ユーザー名

v 永続

v セッション管理 無効にできない
v 認証

v セッション

v ユーザー名

v セッション管理 無効にできない

v 永続

v 内部 ID

v 認証

v ツリーの状態

v シングル・サイ
ンオン構成

セッション ID

セッション管理

セッション
InfoSphere
DataStage and
QualityStage
Designer クライア
ントの中の Data
Rules ステージ

無効にできない

この「ソフトウェア・オファリング」が Cookie およびさまざまなテクノロジーを
使用してエンド・ユーザーから個人を特定できる情報を収集する機能を提供する場
合、お客様は、このような情報を収集するにあたって適用される法律、ガイドライ
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ン等を遵守する必要があります。これには、エンドユーザーへの通知や同意の要求
も含まれますがそれらには限られません。
このような目的での Cookie を含むさまざまなテクノロジーの使用の詳細について
は、IBM の『IBM オンラインでのプライバシー・ステートメント』
(http://www.ibm.com/privacy/details/jp/ja/) の『クッキー、ウェブ・ビーコン、その他
のテクノロジー』および『IBM Software Products and Software-as-a-Service Privacy
Statement』 (http://www.ibm.com/software/info/product-privacy) を参照してください。

商標
IBM、IBM ロゴおよび ibm.com® は、世界の多くの国で登録された International
Business Machines Corporation の商標です。他の製品名およびサービス名等は、それ
ぞれ IBM または各社の商標である場合があります。現時点での IBM の商標リスト
については、http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml をご覧ください。
以下は、それぞれ各社の商標または登録商標です。
Adobe は、Adobe Systems Incorporated の米国およびその他の国における登録商標ま
たは商標です。
Intel、Itanium は、 Intel Corporation または子会社の米国およびその他の国における
商標または登録商標です。
Linux は、Linus Torvalds の米国およびその他の国における登録商標です。
Microsoft、Windows および Windows NT は、Microsoft Corporation の米国およびそ
の他の国における商標です。
UNIX は The Open Group の米国およびその他の国における登録商標です。
Java およびすべての Java 関連の商標およびロゴは Oracle やその関連会社の米国お
よびその他の国における商標または登録商標です。
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索引
日本語, 数字, 英字, 特殊文字の
順に配列されています。なお, 濁
音と半濁音は清音と同等に扱われ
ています。

［ア行］
アクティブ状態のエディションおよびフィ
ーチャー・パックの表示
アクティブにする

206

ック 207
アクティブ/パッシブ構成
管理の概要 239

クトのセキュリティー・ロールの割
り当てイベント

239

切断 210, 211
表示 209
アプリケーション・サーバー
136

アプリケーション・サーバーの構成
移動、リポジトリー 229
エンジン

259

セキュア 116
セキュリティー 119
ユーザー・レジストリー 117
エンジン層
アクティブ/パッシブ構成でのフェイル
オーバー 253
フェイルオーバーからのリカバリー
254
オープン・ワークスペース 18
お客様サポート
連絡先 313
オブジェクト・リスト 23
オペレーショナル・メタデータ
セキュリティー・ロール 110

［カ行］
開始
WebSphere Application Server 294,
297
監査
イベント 43
監査構成イベント 49
構成 39, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 51,
52
© Copyright IBM Corp. 2007, 2014

180
183

ユーザーおよびグループの管理イベン
ト 43

グループの削除
構文 311

182

ユーザー・セッションの管理イベント

証明情報の再設定

47
ログ・ファイル

トラブルシューティング 166
内部レジストリーを使用するように構

39, 50, 51, 52

コマンド

成

177

180

ユーザーが存在するかどうかの確認

166
166

WebSphere Application Server

253

アプリケーション・サーバー・レジス
トリーを使用するように構成する
グループの検索

44

トラブルシューティング
InfoSphere DataStage 5

Tivoli System Automation for
Multiplatforms 管理リソース
アクティブ・セッション

Liberty Profile 証明書、置換

コマンド (続き)

証明情報のマッピング・イベント 46
ユーザー、グループ、およびプロジェ

管理

エディションおよびフィーチャー・パ

フェイルオーバー

監査 (続き)

178
ユーザー詳細の表示
ユーザーの検索

5

基本ユーザー
タスク 105
ロール 105

184

182

ユーザーの削除 181
ユーザーの作成 176
ユーザー・レジストリー

共通のデータ・ルール
セキュリティー・ロール 97
共通メタデータ・アドミニストレーター・

AppServerAdmin 166
コマンド・ライン構文
規則 311

ロール 108
共通メタデータ・インポーター・ロール

コマンド・ライン・ツール
RepositoryAdmin 213

108
共通メタデータ・ユーザー・ロール

コンソール 13
ウォークスルー

108

共有ビュー
ロギング 264
許可
Windows 2008 90, 92
クライアント・アプリケーション
証明書の保管 141
クラスター・メンバー
再構成 243
グループ 85, 87
ユーザーの割り当て 86, 88
グループ・ロール 113
高可用性
アクティブ/パッシブ構成の管理 239
高可用性災害復旧 (HADR) 250
フェイルオーバーの概要 250
フェイルオーバーのリカバリー 252
構成
監査 39, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 51,
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